
　

【表紙】  

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年９月６日

【会社名】 株式会社スリーエフ

【英訳名】 Three F Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　山　口　浩　志

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市中区日本大通17番地

【電話番号】 045(651)2111（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役経理・システム統括　　海老沢　克　恭

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市中区日本大通17番地

【電話番号】 045(651)2111（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役経理・システム統括　　海老沢　克　恭

【縦覧に供する場所】 東京証券取引所

　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

  
 
 

EDINET提出書類

株式会社スリーエフ(E03286)

訂正臨時報告書

1/7



１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

平成28年８月４日に提出いたしました臨時報告書の記載事項の一部に変更がありましたので、これを訂正するため

臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

　

(1) 新設分割の目的

　

分割計画書の写し

第1条（新設会社の目的等）

第3条（新設会社の設立時取締役及び設立時監査役）

 
（別紙1）

第２２条  　（取締役の責任免除）

第２３条  　（監査役の責任免除）

 第２９条  　（本店所在地）

　第３０条  　（最初の事業年度）

　第３１条  　（設立時取締役）

　第３２条  　（設立時代表取締役）

　第３３条  　（設立時監査役）

　第３４条  　（定款の施行日）

 

（別紙2）

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 

(1) 新設分割の目的

（訂正前）

当社と株式会社ローソン（以下、「ローソン」といいます。）は経営体制の強化を目的として、平成28年4月13日

に合弁会社設立及び運営等に関する事業統合契約を締結いたしました。この事業統合契約に基づき、現在、千葉・

埼玉エリアで「スリーエフ」ブランドで営業している店舗のうち87店舗（以下、「対象店舗」といいます。）を

「ローソン・スリーエフ」と冠したダブルブランドに転換いたします。本分割により、「ローソン・スリーエフ」

の運営を行う会社を設立することといたしました。

　（訂正後）

当社と株式会社ローソン（以下、「ローソン」といいます。）は経営体制の強化を目的として、平成28年4月13日

に合弁会社設立及び運営等に関する事業統合契約を締結いたしました。この事業統合契約に基づき、現在、千葉・

埼玉エリアで「スリーエフ」ブランドで営業している店舗のうち86店舗（以下、「対象店舗」といいます。）を

「ローソン・スリーエフ」と冠したダブルブランドに転換いたします。本分割により、「ローソン・スリーエフ」

の運営を行う会社を設立することといたしました。

 
 

（以下　分割計画書の写し）

新設分割計画書

 

第1条（新設会社の目的等）

（訂正前）

3．新設会社の本店の所在地は、神奈川県横浜市とする。

（訂正後）

3．新設会社の本店の所在地は、神奈川県横浜市中区日本大通１７番地とする。
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第3条（新設会社の設立時取締役及び設立時監査役）

（訂正前）

新設会社の設立時取締役及び設立時監査役は次のとおりとする。

　設立時取締役　：　堀野　雅人

　設立時取締役　：　山岸　芳樹

　設立時取締役　：　山口　良介

　設立時監査役　：　海老沢　克恭

（訂正後）

新設会社の設立時取締役及び設立時監査役は次のとおりとする。

 設立時代表取締役　：　堀野　雅人

　設立時取締役　：　堀野　雅人

　設立時取締役　：　山岸　芳樹

　設立時取締役　：　山口　良介

　設立時取締役　：　木下　　剛

　設立時監査役　：　六川　靖夫

　設立時監査役　：　残間　　敏

 

 

（別紙1）

 

株式会社エル・ティーエフ　定款

 

第２２条  　（取締役の責任免除）

（訂正前）

１．当会社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含

む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

２　当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償

責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定

する額とする。

（訂正後）

１．当会社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含

む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

２　当会社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間

に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約

に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

 

第２３条　　（監査役の責任免除）

（訂正前）

１．当会社は、会社法第426条第１項の規定により、責務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含

む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

２　当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償

責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定

する額とする。

（訂正後）

１．当会社は、会社法第426条第１項の規定により、責務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含

む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

２　当会社は、会社法第427条第１項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任

を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する

額とする。
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（変更前）

　　　　　新設

（変更後）

第７章　　附　則

 第２９条　　（本店所在地）

　　　　当会社の本店は、神奈川県横浜市中区日本大通１７番地とする。

 

　第３０条　　（最初の事業年度）

　　　　当会社の最初の事業年度は、当会社設立の日から平成２９年２月末日までとする。

 

　第３１条　　（設立時取締役）

　　　　当会社の設立時取締役は、次のとおりとする。

 

　　　　設立時取締役　：　堀野　雅人

　　　　設立時取締役　：　山岸　芳樹

　　　　設立時取締役　：　山口　良介

　　　　設立時取締役　：　木下　　剛

 

　第３２条　　（設立時代表取締役）

　　　　当会社の設立時代表取締役は、次のとおりとする。

　　　　住所　神奈川県川崎市幸区南幸２丁目１４番１号　２０３

　　　　氏名　堀野　雅人

 

　第３３条　　（設立時監査役）

　　　　当会社の設立時監査役は、次のとおりとする。

 

　　　　設立時監査役　：　六川　靖夫

　　　　設立時監査役　：　残間　　敏

 

　第３４条　　（定款の施行日）

この定款は、神奈川県横浜市中区日本大通１７番地　株式会社スリーエフのコンビニエンスストア店舗（以下

「対象店舗」という。）に係るコンビニエンスストア・フランチャイズ事業（以下「本件事業」という。）に

関する権利義務の一部を分割して設立する株式会社エル・ティーエフにつき作成したものであって、新設分割

の効力が生じた日からこれを施行するものとする。

 

 

（別紙2）

（変更前）

 

対象店舗一覧

NO 店舗名 営業所所在地

1 酒々井駅中央台店 千葉県印旛郡酒々井町中央台２－１－５

2 八千代台駅前店 千葉県八千代市八千代台東１－１４－８

3 幕張駅北口店 千葉県千葉市花見川区幕張町６－１２８－３

4 東金南上宿店 千葉県東金市南上宿１－１－１

5 松戸八ヶ崎店 千葉県松戸市八ヶ崎７－３２－３

6 船橋北本町店 千葉県船橋市北本町２－６３－１４

7 船橋習志野台店 千葉県船橋市習志野台４－２－１４

8 千葉若松町店 千葉県千葉市若葉区若松町５３１－５８３

9 北松戸店 千葉県松戸市北松戸１－９－１

10 松戸馬橋店 千葉県松戸市馬橋字東条１８８０－３

11 袖ヶ浦さつき台店 千葉県袖ヶ浦市長浦駅前３－１２－３
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12 山武埴谷店 千葉県山武市埴谷１０２３－３
13 八街西林店 千葉県八街市八街い２３４－４３

14 岩槻仲町店 埼玉県さいたま市岩槻区仲町１－６－１

15 大宮桜木町店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４―２０２

16 和光市駅前店 埼玉県和光市本町１－１

17 習志野大久保店 千葉県習志野市大久保２－５－２

18 蘇我駅西口店 千葉県千葉市中央区今井２－４－７

19 川口伊刈店 埼玉県川口市伊刈７２－１

20 山武椎崎店 千葉県山武市椎崎１５２－４

21 八街沖十文字店 千葉県八街市沖１４８２－４

22 千葉おゆみ野５丁目店 千葉県千葉市緑区おゆみ野５丁目１２番地１

23 和光南店 埼玉県和光市南１丁目２１

24 朝霞駅南口店 埼玉県朝霞市本町２－１２－２１

25 み春野店 千葉県千葉市花見川区み春野１丁目５番６号

26 八街四木店 千葉県八街市四木１０６

27 野栄町店 千葉県匝瑳市栢田８１８２

28 蘇我駅東口店 千葉県千葉市中央区南町２－１０

29 佐原病院入口店 千葉県香取市佐原イ２９０３－２

30 船橋咲が丘店 千葉県船橋市咲が丘４－２４－１２

31 所沢向陽町店 埼玉県所沢市向陽町２１７８番１

32 川口２丁目店 埼玉県川口市川口２丁目１５－１

33 朝霞本町店 埼玉県朝霞市本町１丁目３８－３３

34 旭西野店 千葉県旭市ニ６１１６－１

35 千葉栄町店 千葉県千葉市中央区栄町３１－６

36 船橋旭町店 千葉県船橋市旭町４－７－１

37 所沢中富南店 埼玉県所沢市中富南２丁目１５－５

38 浜野駅前店 千葉県千葉市中央区村田町７１５

39 新座あたご店 埼玉県新座市あたご２－３－４５

40 柏大井店 千葉県柏市大井７６５－５

41 船橋本中山店 千葉県船橋市本中山６－４－５

42 印旛平賀学園入口店 千葉県印西市平賀１１９９－１

43 津田沼２丁目店 千葉県習志野市津田沼２丁目２－２７

44 鎌ヶ谷大仏駅前店 千葉県鎌ヶ谷市鎌ヶ谷１－８－３玄蕃ビル

45 船橋二和西店 千葉県船橋市二和西２丁目１１番１５号

46 入間新光店 埼玉県入間市大字新光２４３－２８

47 成田北須賀店 千葉県成田市北須賀１６９４ー５

48 逆井駅前店 千葉県柏市逆井１丁目１－２７

49 プリテール東松山向台店 埼玉県東松山市大字松山字向台１６８３―１

50 川越木野目店 埼玉県川越市大字木野目３６８－１

51 豊四季神山店 千葉県柏市豊四季１１４－４

52 入間上小谷田店 埼玉県入間市上小谷田３丁目１－１

53 八街駅前店 千葉県八街市八街ほ２３７－７

54 都賀駅前店 千葉県千葉市若葉区都賀３丁目１４－５

55 白井冨士店 千葉県白井市冨士２４番地

56 蕨駅前店 埼玉県蕨市中央１丁目６番１

57 川口北原台店 埼玉県川口市北原台３丁目１９－１７

58 京成千葉中央駅前店 千葉県千葉市中央区富士見２－２３－７

59 匝瑳市役所前店 千葉県匝瑳市八日市場ハ７９３－２５

60 川口北原台２丁目店 埼玉県川口市北原台２－１－３

61 所沢上新井店 埼玉県所沢市上新井４丁目１９－４

62 八街追分台店 千葉県八街市八街に８２－２

63 越谷神明町店 埼玉県越谷市神明町２－１３１－１

64 船橋大穴南店 千葉県船橋市大穴南３丁目８－１

65 新松戸店 千葉県松戸市新松戸４丁目６番

66 所沢中新井一丁目店 埼玉県所沢市中新井１－３８－１

67 柏高田店 千葉県柏市高田５６２

68 狭山鵜ノ木店 埼玉県狭山市鵜ノ木２－１３
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69 成田ニュータウン北店 千葉県成田市松崎字湯川１６４７－８

70 茂原長尾店 千葉県茂原市長尾１２２０

71 鎌ヶ谷道野辺店 千葉県鎌ヶ谷市道野辺中央２－１０－１８

72 入間上藤沢店 埼玉県入間市大字上藤沢９４２番地１

73 元加治駅南店 埼玉県入間市大字野田５２－１

74 柏藤ヶ谷店 千葉県柏市藤ヶ谷１９２７番２３

75 さいたま白幡５丁目店 埼玉県さいたま市南区白幡５－１３－１０

76 佐倉山王店 千葉県佐倉市山王２丁目６５番

77 千葉こてはし店 千葉県千葉市花見川区犢橋町１６２９－１

78 越谷千間台西店 埼玉県越谷市千間台西４－１－１

79 東川口２丁目店 埼玉県川口市東川口２丁目６－１

80 川口朝日４丁目店 埼玉県川口市朝日４丁目１３－１０

81 さいたま柏崎店 埼玉県さいたま市岩槻区柏崎６５４－１

82 四街道大日病院前店 千葉県四街道市大日９０７番地

83 プラザＤｏ木更津店 千葉県木更津市請西１―２４―８

84 船橋夏見店 千葉県船橋市夏見１丁目１７－１７

85 佐倉坂戸店 千葉県佐倉市坂戸１６２３－２４

86 野田梅郷駅入口店 千葉県野田市山崎1944-1

87 新座馬場店 埼玉県新座市馬場４丁目１２－７４
 

 

 

（変更後）

 

対象店舗一覧

NO 店舗名 営業所所在地

1 酒々井駅中央台店 千葉県印旛郡酒々井町中央台２－１－５

2 八千代台駅前店 千葉県八千代市八千代台東１－１４－８

3 幕張駅北口店 千葉県千葉市花見川区幕張町６－１２８－３

4 東金南上宿店 千葉県東金市南上宿１－１－１

5 松戸八ヶ崎店 千葉県松戸市八ヶ崎７－３２－３

6 船橋北本町店 千葉県船橋市北本町２－６３－１４

7 船橋習志野台店 千葉県船橋市習志野台４－２－１４

8 千葉若松町店 千葉県千葉市若葉区若松町５３１－５８３

9 北松戸店 千葉県松戸市北松戸１－９－１

10 松戸馬橋店 千葉県松戸市馬橋字東条１８８０－３

11 袖ヶ浦さつき台店 千葉県袖ヶ浦市長浦駅前３－１２－３

12 山武埴谷店 千葉県山武市埴谷１０２３－３

13 八街西林店 千葉県八街市八街い２３４－４３

14 岩槻仲町店 埼玉県さいたま市岩槻区仲町１－６－１

15 大宮桜木町店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４―２０２

16 和光市駅前店 埼玉県和光市本町１－１

17 習志野大久保店 千葉県習志野市大久保２－５－２

18 蘇我駅西口店 千葉県千葉市中央区今井２－４－７

19 山武椎崎店 千葉県山武市椎崎１５２－４

20 八街沖十文字店 千葉県八街市沖１４８２－４

21 千葉おゆみ野５丁目店 千葉県千葉市緑区おゆみ野５丁目１２番地１

22 和光南店 埼玉県和光市南１丁目２１

23 朝霞駅南口店 埼玉県朝霞市本町２－１２－２１

24 み春野店 千葉県千葉市花見川区み春野１丁目５番６号

25 八街四木店 千葉県八街市四木１０６

26 野栄町店 千葉県匝瑳市栢田８１８２

27 蘇我駅東口店 千葉県千葉市中央区南町２－１０

28 佐原病院入口店 千葉県香取市佐原イ２９０３－２

29 船橋咲が丘店 千葉県船橋市咲が丘４－２４－１２

30 所沢向陽町店 埼玉県所沢市向陽町２１７８番１

31 川口２丁目店 埼玉県川口市川口２丁目１５－１
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32 朝霞本町店 埼玉県朝霞市本町１丁目３８－３３
33 旭西野店 千葉県旭市ニ６１１６－１

34 千葉栄町店 千葉県千葉市中央区栄町３１－６

35 船橋旭町店 千葉県船橋市旭町４－７－１

36 所沢中富南店 埼玉県所沢市中富南２丁目１５－５

37 浜野駅前店 千葉県千葉市中央区村田町７１５

38 新座あたご店 埼玉県新座市あたご２－３－４５

39 柏大井店 千葉県柏市大井７６５－５

40 船橋本中山店 千葉県船橋市本中山６－４－５

41 印旛平賀学園入口店 千葉県印西市平賀１１９９－１

42 津田沼２丁目店 千葉県習志野市津田沼２丁目２－２７

43 鎌ヶ谷大仏駅前店 千葉県鎌ヶ谷市鎌ヶ谷１－８－３玄蕃ビル

44 船橋二和西店 千葉県船橋市二和西２丁目１１番１５号

45 入間新光店 埼玉県入間市大字新光２４３－２８

46 成田北須賀店 千葉県成田市北須賀１６９４ー５

47 逆井駅前店 千葉県柏市逆井１丁目１－２７

48 プリテール東松山向台店 埼玉県東松山市大字松山字向台１６８３―１

49 川越木野目店 埼玉県川越市大字木野目３６８－１

50 豊四季神山店 千葉県柏市豊四季１１４－４

51 入間上小谷田店 埼玉県入間市上小谷田３丁目１－１

52 八街駅前店 千葉県八街市八街ほ２３７－７

53 都賀駅前店 千葉県千葉市若葉区都賀３丁目１４－５

54 白井冨士店 千葉県白井市冨士２４番地

55 蕨駅前店 埼玉県蕨市中央１丁目６番１

56 川口北原台店 埼玉県川口市北原台３丁目１９－１７

57 京成千葉中央駅前店 千葉県千葉市中央区富士見２－２３－７

58 匝瑳市役所前店 千葉県匝瑳市八日市場ハ７９３－２５

59 川口北原台２丁目店 埼玉県川口市北原台２－１－３

60 所沢上新井店 埼玉県所沢市上新井４丁目１９－４

61 八街追分台店 千葉県八街市八街に８２－２

62 越谷神明町店 埼玉県越谷市神明町２－１３１－１

63 船橋大穴南店 千葉県船橋市大穴南３丁目８－１

64 新松戸店 千葉県松戸市新松戸４丁目６番

65 所沢中新井一丁目店 埼玉県所沢市中新井１－３８－１

66 柏高田店 千葉県柏市高田５６２

67 狭山鵜ノ木店 埼玉県狭山市鵜ノ木２－１３

68 成田ニュータウン北店 千葉県成田市松崎字湯川１６４７－８

69 茂原長尾店 千葉県茂原市長尾１２２０

70 鎌ヶ谷道野辺店 千葉県鎌ヶ谷市道野辺中央２－１０－１８

71 入間上藤沢店 埼玉県入間市大字上藤沢９４２番地１

72 元加治駅南店 埼玉県入間市大字野田５２－１

73 柏藤ヶ谷店 千葉県柏市藤ヶ谷１９２７番２３

74 さいたま白幡５丁目店 埼玉県さいたま市南区白幡５－１３－１０

75 佐倉山王店 千葉県佐倉市山王２丁目６５番

76 千葉こてはし店 千葉県千葉市花見川区犢橋町１６２９－１

77 越谷千間台西店 埼玉県越谷市千間台西４－１－１

78 東川口２丁目店 埼玉県川口市東川口２丁目６－１

79 川口朝日４丁目店 埼玉県川口市朝日４丁目１３－１０

80 さいたま柏崎店 埼玉県さいたま市岩槻区柏崎６５４－１

81 四街道大日病院前店 千葉県四街道市大日９０７番地

82 プラザＤｏ木更津店 千葉県木更津市請西１―２４―８

83 船橋夏見店 千葉県船橋市夏見１丁目１７－１７

84 佐倉坂戸店 千葉県佐倉市坂戸１６２３－２４

85 野田梅郷駅入口店 千葉県野田市山崎1944-1

86 新座馬場店 埼玉県新座市馬場４丁目１２－７４
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