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平成 20 年 3月 18 日 

各   位 

会 社 名 株 式 会 社  コ ー ジ ツ 

代表者名 代表取締役社長 堀   秀 行 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード９９０５） 

問合せ先 取締役経営企画部長 稲 村   聡 

電  話 ０３－３５６８－７５００ 

Ｕ Ｒ Ｌ h t t p : / / w w w . k o j i t u . c o . j p 
 

株主優待制度に関するお知らせ 

 

この度、平成 20 年 3 年 18 日開催の取締役会において、株主優待制度の充実を図るためその内容を

変更し、現行年 1回であったご優待券の発行を年 2回とし、ご優待金額についても一部増額すること

を決議しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 株主優待制度の変更内容 

① 現行制度では、毎年 11 月 30 日現在（当社決算期末日）の株主名簿および実質株主名簿に記

載された株主様に対し、株式保有数に応じて【好日山荘】の店舗でのお買い上げ金額 1,000

円につき 500 円が割引となるご優待券を、翌年 2 月中にお送りしておりましたが、当事業年

度より毎年 5月 31 日現在（当社中間決算期末日）の株主名簿および実質株主名簿に記載され

た株主様に対しても、株式保有数に応じて 8 月中に株主ご優待券をお送りすることにいたし

ます。 

② 個人株主が多く分布する 1単元（1単元は 1,000 株）～10 単元未満の優待を充実いたします。 

③ 有効期限   5 月 31 日現在の対象株主様 送付翌年 8月末日まで 

11 月 30 日現在の対象株主様 送付翌年 2月末日まで 

 

現行 変更後 

単元数 年間 単元数 年間換算 （半年ごとに）

1単元以上 5単元未満 2,500 円相当 1 単元以上 3単元未満 3,000 円相当 1,500 円相当

 3 単元以上 5単元未満 5,000 円相当 2,500 円相当

5単元以上 10 単元未満 7,500 円相当 5 単元以上 10 単元未満 10,000 円相当 5,000 円相当

10単元以上50単元未満 30,000 円相当 10単元以上50単元未満 30,000 円相当 15,000 円相当

50 単元以上 50,000 円相当 50 単元以上 50,000 円相当 25,000 円相当

 

２． 実施時期 

平成20年5月31日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載された株主様から実施いたします。 

 
以  上 
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（ご参考） 
【好日山荘】 店舗一覧   
関東 （9 店舗） 

池袋店 東京都豊島区東池袋 1-43-6 D-BOX 内 2F 03-5958-4315 

千葉駅南店 千葉県千葉市中央区新町 18-10 千葉第一生命ビルディング 1F 043-204-2315 

瑞穂店 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎 1248-1 042-568-7913 

新宿西口店 東京都新宿区西新宿 7-2-4 新宿喜楓ビル 2F 03-5386-7150 

町田店 東京都町田市原町田 6-9-19 コビルナ町田 2F 042-739-7017 

横浜西口店 神奈川県横浜市西区北幸 2-5-15 日総第 3 ビル 1F 045-317-1049 

デイズタウンつくば店 茨城県つくば市竹園 1-9-2 デイズタウン B1F 029-850-1265 

藤沢東急プラザ店 神奈川県藤沢市鵠沼東 1-2 藤沢東急プラザ 2F 0466-24-1977 

さいか屋川崎店 神奈川県川崎市川崎区小川町 1 さいか屋川崎 7F 044-281-6036 
 

東海・北陸 （8 店舗） 

名古屋栄店 愛知県名古屋市中区栄 3-8-8 名古屋平和ビル 2F 052-269-1821 

静岡呉服店 静岡県静岡市葵区呉服町 1-3-14 YS 静岡呉服町ビル 1F 054-275-0018 

富山豊田東店 富山県富山市豊田本町 3-8-48 076-426-1001 

春日井店 愛知県春日井市瑞穂通 7-8-1 0568-86-0051 

各務原店 岐阜県各務原市三井町 2-63-1 058-380-0014 

浜松可美店 静岡県浜松市南区東若林 1252 053-445-0003 

福井北四ツ居店 福井県福井市北四ツ居 2-1-18 0776-52-7015 

金沢西インター大通り店 石川県金沢市間明町 2-5 076-292-8020 
 

甲信越 （1 店舗） 

新潟近江店 新潟県新潟市中央区上近江 2-1-35 025-290-0606 
 

近畿 （8 店舗） 

西宮北インター店 兵庫県西宮市山口町下山口 1-1-23 078-954-8006 

神戸三宮店 兵庫県神戸市中央区御幸通 6-1-12 三宮ビル東館 1F 078-265-2045 

大阪梅田店 大阪府大阪市北区梅田 1-3 大阪駅前第 3 ビル 06-6442-5267 

高槻店 大阪府高槻市高槻町 12-23 072-686-3007 

京都三条店 京都府京都市中京区河原町通三条上ル比須町 427 京都朝日会館 B1F 075-257-7050 

奈良田原本店 奈良県磯城郡田原本町大字千代 380-1 0744-34-2000 

加古川店 兵庫県加古川市野口町坂元 36-3 079-429-6061 

紀三井寺店 和歌山県和歌山市布引 531-5 073-448-2001 
 

中国・四国 （3 店舗） 

岡山市役所店 岡山県岡山市下石井 2-2-5 ニッセイ岡山スクエア 1F 086-227-6140 

岡山新保店 岡山県岡山市新保 678-2 086-246-9110 

広島紙屋町店 広島県広島市中区基町 11-10 プライム紙屋町 B1F 082-502-1533 
 

九州・沖縄 （3 店舗） 

大宰府インター店 福岡県大野城市御笠川 5-5-22 092-513-0030 

チャチャタウン小倉店 福岡県北九州市小倉北区砂津 3-1-1-2290 チャチャタウン小倉 2F 093-512-3455 

鹿児島天文館店 鹿児島県鹿児島市東千石町 1-38 鹿児島商工会議所(アイムビル)1F 099-805-0124 
 

WEB （1 店舗） 

好日山荘 Web ショップ http://www.rakuten.ne.jp/gold/kojitu/  

※株主優待券は、上記 Web ショップではお使いいただけません。 

3/5  
オープン 


