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平成 20年２月７日 

 

各      位 

会 社 名  株式会社三交ホールディングス 

代表者名  取締役社長  奥田  卓廣 

コード番号  ３２３２ 

上場取引所  名証第 1部 

問合せ先  取締役  中野  達郎 

TEL.  ０５９－２１３－０３５１ 

 

株主優待制度の変更に関するお知らせ 

 

 当社は、株主優待制度並びに株主優待サービスの内容について、一部変更することを決定いたしまし

たので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１ 変更の理由 

   平成 19年 10月１日に名阪近鉄バス株式会社が株式交換により当社の 100%子会社になったことを

機に、株主の皆様の利便性の向上を図るため、バス乗車券及び乗車証の内容について変更するもの

であります。 

 

２ 変更の内容 

(1) 株主優待規則による優待内容 

 （変更後）                              （下線は変更部分） 

ご所有株式数 優待内容（6カ月あたり） 

8,000 株以上 16,000 株未満 
三重交通・名阪近鉄バス共通 路線バス乗車券 

（１枚につき１乗車有効） 
12枚 

16,000 株以上 24,000 株未満 
三重交通・名阪近鉄バス共通 路線バス乗車券 

（１枚につき１乗車有効） 
24枚 

24,000 株以上 40,000 株未満 

三重交通及び名阪近鉄バス 路線バス区間選択パス 

（次の３種のうち１種を選択） 

(ｱ)三重交通 桑名・四日市・中勢各営業所所管 

(ｲ)三重交通 中勢・伊賀・松阪・伊勢・志摩・南 

       紀各営業所所管路線 

(ｳ)名阪近鉄バス 全線 

1枚 

40,000 株以上 三重交通・名阪近鉄バス共通 路線バス全線パス 1枚 
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 （変更前）                              （下線は変更部分） 

ご所有株式数 優待内容（6カ月あたり） 

8,000 株以上 16,000 株未満 
三重交通路線バス乗車券 

（１枚につき１乗車有効） 
12枚 

16,000 株以上 24,000 株未満 
三重交通路線バス乗車券 

（１枚につき１乗車有効） 
24枚 

24,000 株以上 40,000 株未満 

三重交通路線バス区間選択パス 

（次の２種のうち１種を選択） 

(ｱ)三重交通 桑名・四日市・中勢各営業所所管 

(ｲ)三重交通 中勢・伊賀・松阪・伊勢・志摩・南 

       紀各営業所所管路線 

1枚 

40,000 株以上 三重交通バス路線全線パス 1枚 

 

(2) 単元（1,000 株）以上ご所有の株主様に対する株主優待サービス内容 

 （変更後）                              （下線は変更部分） 

ご利用いただける三交ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社 優待サービス内容（6カ月あたり） 

三重交通・名阪近鉄バス 共通路線バス片道乗車券 4枚 

 

 （変更前）                              （下線は変更部分） 

ご利用いただける三交ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社 優待サービス内容（6カ月あたり） 

三重交通 路線バス片道乗車券 4枚 

 

３ 実施時期 

   平成 20年３月 31日現在の株主（実質株主を含む）の皆様への送付分から適用します。 

  （上記２(1) 「株主優待規則による優待」につきましては、平成20年５月下旬送付分、上記２(2) 「単 

 元（1,000 株）以上ご所有の株主様に対する株主優待サービス」は平成 20年６月下旬送付分から変更 

 となります。） 

以 上 
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（ご参考） 

平成 20年３月 31日現在の株主（実質株主を含む）の皆様への株主優待内容 

 

１ 株主優待規則による優待内容 

   毎年３月 31 日及び９月 30 日現在の株主様に対し、株主優待乗車証及び株主優待乗車券を次の基

準により、それぞれ５月下旬及び 11月下旬に送付いたします。 

ご所有株式数 優待内容（6カ月あたり） 

8,000 株以上 16,000 株未満 
三重交通・名阪近鉄バス共通 路線バス乗車券 

（１枚につき１乗車有効） 
12枚 

16,000 株以上 24,000 株未満 
三重交通・名阪近鉄バス共通 路線バス乗車券 

（１枚につき１乗車有効） 
24枚 

24,000 株以上 40,000 株未満 

三重交通及び名阪近鉄バス 路線バス区間選択パス 

（次の３種のうち１種を選択） 

(ｱ)三重交通 桑名・四日市・中勢各営業所所管 

(ｲ)三重交通 中勢・伊賀・松阪・伊勢・志摩・南 

       紀各営業所所管路線 

(ｳ)名阪近鉄バス 全線 

1枚 

40,000 株以上 三重交通・名阪近鉄バス共通 路線バス全線パス 1枚 

 

  （注）１ 株主優待乗車証及び株主優待乗車券は、記名式といたしますが、持参人は誰でもご利用いただけま

す。 

     ２ 次の特定路線にはご乗車いただけません。 

       （三重交通） 

        高速鳥羽大宮線、高速伊賀品川線、高速南紀大宮線、名古屋長島温泉高速線、栄長島温泉高速線、

名古屋上野高速線、名古屋南紀高速線、伊賀大阪高速線、桑名中部国際空港高速線、四日市中部

国際空港高速線、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン線及び名古屋伊勢志摩高速線 

       （名阪近鉄バス） 

        高速線及び伊吹山線 

     ３ 前項のほか、自治体から受託運行しているコミュニティバスにはご乗車いただけません。 

 

２ 単元（1,000 株）以上ご所有の株主様に対する株主優待サービス内容 

 （1）1,000 株以上ご所有の株主様に対するサービス 

   毎年３月 31 日及び９月 30 日現在の 1,000 株以上ご所有の株主様に対し、三交グループの優待券

をまとめた「株主様ご優待券」１冊をそれぞれ６月下旬及び 11月下旬に送付いたします。 
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ご利用いただける三交ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社 優待サービス内容（6カ月あたり） 

三重交通・名阪近鉄バス 共通路線バス片道乗車券 4枚 

三重交通・ 

三交自動車サービス 

共通割引券 

  車検割引（車検基本料金の 20％引き） 

  板金塗装割引（工賃 15％引き) 

2枚 

三交不動産 
三交イン宿泊料金割引優待券（平日宿泊 1,000

円引き、土日祝日宿泊 2,000 円引き） 
3枚 

三交不動産 

分譲商品割引優待券 

（パンフレット価格（税込）の 1％相当額割引） 

（三交不動産が 100％売主である新築戸建住

宅及びマンションに限る） 

1枚 

三交タクシー タクシー乗車券(500 円） 1枚 

三交ホーム 

共通割引券 

  建物本体割引（本体価格の 3％引き） 

  リフォーム工事割引（3％引き） 

1枚 

三交興業 
名阪関ドライブイン､名阪上野ドライブイン共

通レストラン飲食料金優待券(20％割引)  
5 枚 

鳥羽シーサイドホテル 
宿泊料金優待券 

(1泊 2食付宿泊基本料金 20％割引) 
5枚 

御在所ロープウエイ ロープウエイ往復乗車券引換券 2枚 

三重カンツリークラブ ゴルフ場内ドリンク券 5枚 

 

 （2）10,000 株以上ご所有の株主様に対するサービス 

   毎年３月 31 日及び９月 30 日現在の 10,000 株以上ご所有の株主様に対し、上記（1）に加え、次

の基準により、優待サービス券をそれぞれ６月下旬及び 11月下旬に送付いたします。 

ご所有株式数 優待サービス内容（6カ月あたり） 

10,000 株以上 20,000 株未満 ・三交イン無料宿泊券 1枚 

20,000 株以上 30,000 株未満 ・三交イン無料宿泊券 2枚 

・三交イン無料宿泊券 2枚 
30,000 株以上 

・鳥羽シーサイドホテルペア宿泊券 1枚 

 

以 上 


