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平成25年８月20日 

各 位 

                           名古屋市昭和区鶴舞二丁目 17 番 17 号 

ジャパンベストレスキューシステム株式会社 

代 表 取 締 役  榊 原  暢 宏 

(コード番号：2453 東証・名証 第一部) 

問合せ先 取締役管理部長 鈴木  良夫 

電話番号：052-883-0850 

                     

                          

株式分割及び定款の一部変更並びに株主優待制度の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 25 年８月 20 日開催の取締役会において、下記のとおり、株式分割及び定款の一部変更並び

に株主優待制度の一部変更を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 
１．株式の分割の目的 

投資金額の引き下げと株式の流動性を高めることにより、投資家の皆様により投資しやすい環境を

整えるとともに、株主数の増加を図ることを目的としております。 

 

 

 ２．株式分割の概要 

（１）分割の方法 

   平成25年９月30日（月曜日）を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主

の所有普通株式１株につき５株の割合をもって分割いたします。 

   なお、平成19 年 11 月 27 日に全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」に基

づく売買単位を100株に統一するための株式分割等の対応に付きましては、改めて公表いたします。 

 

 （２）分割により増加する株式数  

①株式分割前の発行済株式数（平成25年8月20日現在）68,930株 

②今回の分割により増加する株式数          275,720株 

③株式分割後の発行済株式総数            344,650株 

④株式の分割後の発行可能株式総数          960,000株 

※ 上記株式分割前の発行済株式総数は、新株予約権の行使により株式分割の基準日までの間に増加す

る可能性があります。この場合、増加した株式の分割の割合に応じ、株式の分割により増加する

株式数、株式の分割後の発行済株式総数、株式の分割後の発行可能株式総数も増加することとな

ります。 

 

 （３）分割の日程 

   ①基準日公告日        平成25年９月13日(電子公告掲載開始日) 

   ②基準日           平成25年９月30日 

   ③効力発生日         平成25年10月１日 
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（４）資本金の金額の変更 

   今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。 

 

（５）新株予約権の調整 

  今回の株式分割に伴い、効力発生日と同時に新株予約権の目的となる株式の数と１株当たりの行使価額

を以下のとおり調整いたします。 

 

 調整前行使価額 調整後行使価額 

第２回新株予約権 

（平成16年９月14日臨時株主総会決議） 

83,334円 16,667円 

第３回新株予約権 

（平成16年９月14日臨時株主総会決議） 

83,334円 16,667円 

第４回新株予約権 

（平成17年12月27日定時株主総会決議） 

   240,000円 48,000円 

 

 

３．定款の一部変更 

（１）変更の理由  

今回の株式分割に伴い、会社法第184 条第２項の規程に基づき、平成25 年 10 月１日をもって当社定款

第６条(発行可能株式総数)を変更いたします。 

 

（２）変更の内容 

                                 （下線部は変更部分を示します） 

        現   行 変 更 後 

第６条（発行可能株式総数） 

当社の発行可能株式総数は192,000株とする。 

第６条（発行可能株式総数） 

当社の発行可能株式総数は960,000株とする。 

 

（３）日程 

① 定款変更取締役会決議日    平成25年８月20日 

② 効力発生日          平成25年10月１日 

 

 

４．期末配当予想について 

今回の株式分割は、平成 25 年 10 月１日に効力が発生しますので、平成 25 年９月 30 日を基準

日とする平成25 年９月期の1株当たりの期末配当予想は、株式分割前の株式数を基準とし、平成

25年８月13日に発表しました期末配当予想と同額の1株当たり1,000円となります。 
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５．株主優待について 

 （１）変更の内容 

今回の株式分割は、平成 25 年 10 月１日に効力が発生致しますので、平成 25 年９月 30 日

を基準日とする株主優待の基準となる所有株式数は、株式分割前の株式数を基準と致します。 

なお、平成 26 年９月期第２四半期以後の株主優待制度につきましては、以下の通りとなり

ます。 

 

（２）当社生活救急サービス御優待券進呈 

ａ．変更前                          （下線部は変更部分を示します） 

対象株主 毎年９月30日現在の株主名簿に記録された株主様 

優待の内容 

保有株数に応じて、カギ・水まわり・ガラス・パソコン作業を対象とした当社サービス割引

券を贈呈 

 

 
 

 

１株以上５株未満 5,000円相当 

５株以上10株未満 10,000円相当 

10株以上 15,000円相当 

有効期限 御優待券の到着日（毎年12月末頃）から翌年12月末日まで有効 

贈呈時期 毎年の定時株主総会終了後に発送を予定 

 

ｂ．変更後 

対象株主 毎年９月30日現在の株主名簿に記録された株主様 

優待の内容 

保有株数に応じて、カギ・水まわり・ガラス・パソコン作業を対象とした当社サービス割引

券を贈呈 

 

 
 

 

１株以上25株未満 5,000円相当 

25株以上50株未満 10,000円相当 

50株以上 15,000円相当 

有効期限 御優待券の到着日（毎年12月末頃）から翌年12月末日まで有効 

贈呈時期 毎年の定時株主総会終了後に発送を予定 

 

（３）キッザニア（東京・甲子園）でのスポンサーイベントデイ御招待券贈呈 

a．変更前                           （下線部は変更部分を示します） 

対象株主 
毎年３月 31 日現在の株主名簿に記録された

２株以上保有の株主様 

毎年９月 30 日現在の株主名簿に記録された

２株以上保有の株主様 

優待の内容 

一律、キッザニア（東京・甲子園）でのスポ

ンサーイベントデイへの御招待券１枚（１株

主につき３名まで：予定）を贈呈 

一律、キッザニア（東京・甲子園）でのス

ポンサーイベントデイへの御招待券１枚

（１株主につき３名まで：予定）を贈呈 

実施日 
同年９月の火曜日、水曜日、木曜日のうち当

社指定日の16：00～21：00(予定) 

翌年３月の火曜日、水曜日、木曜日のうち

当社指定日の16：00～21：00(予定) 

贈呈時期 ６月中旬に発送を予定 毎年の定時株主総会終了後に発送を予定 
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ｂ．変更後 

対象株主 
毎年３月 31 日現在の株主名簿に記録された

10株以上保有の株主様 

毎年９月 30 日現在の株主名簿に記録された

10株以上保有の株主様 

優待の内容 

一律、キッザニア（東京・甲子園）でのスポ

ンサーイベントデイへの御招待券１枚（１株

主につき３名まで：予定）を贈呈 

一律、キッザニア（東京・甲子園）でのス

ポンサーイベントデイへの御招待券１枚

（１株主につき３名まで：予定）を贈呈 

実施日 
同年９月の火曜日、水曜日、木曜日のうち当

社指定日の16：00～21：00(予定) 

翌年３月の火曜日、水曜日、木曜日のうち

当社指定日の16：00～21：00(予定) 

贈呈時期 ６月中旬に発送を予定 毎年の定時株主総会終了後に発送を予定 

 

（４）キッザニア（東京・甲子園）特別御招待券贈呈 

a.変更前                           （下線部は変更部分を示します） 

対象株主 
毎年３月 31 日現在の株主名簿に記録された

５株以上10株未満保有の株主様 

毎年９月 30 日現在の株主名簿に記録された

５株以上10株未満保有の株主様 

優待の内容 
キッザニア（東京・甲子園）の特別御招待券

３枚を贈呈 

キッザニア（東京・甲子園）の特別御招待

券３枚を贈呈 

有効期限 同年７月１日～12月31日 翌年１月１日～６月30日 

贈呈時期 ６月中旬に発送を予定 毎年の定時株主総会終了後に発送を予定 

 

対象株主 
毎年３月 31 日現在の株主名簿に記録された

10株以上保有の株主様 

毎年９月 30 日現在の株主名簿に記録された

10株以上保有の株主様 

優待の内容 
キッザニア（東京・甲子園）の特別御招待券

４枚を贈呈 

キッザニア（東京・甲子園）の特別御招待

券４枚を贈呈 

有効期限 同年７月１日～12月31日 翌年１月１日～６月30日 

贈呈時期 ６月中旬に発送を予定 毎年の定時株主総会終了後に発送を予定 

 

b.変更後 

対象株主 
毎年３月 31 日現在の株主名簿に記録された

25株以上50株未満保有の株主様 

毎年９月 30 日現在の株主名簿に記録された

25株以上50株未満保有の株主様 

優待の内容 
キッザニア（東京・甲子園）の特別御招待券

３枚を贈呈 

キッザニア（東京・甲子園）の特別御招待

券３枚を贈呈 

有効期限 同年７月１日～12月31日 翌年１月１日～６月30日 

贈呈時期 ６月中旬に発送を予定 毎年の定時株主総会終了後に発送を予定 

 

対象株主 
毎年３月 31 日現在の株主名簿に記録された

50株以上保有の株主様 

毎年９月 30 日現在の株主名簿に記録された

50株以上保有の株主様 

優待の内容 
キッザニア（東京・甲子園）の特別御招待券

４枚を贈呈 

キッザニア（東京・甲子園）の特別御招待

券４枚を贈呈 

有効期限 同年７月１日～12月31日 翌年１月１日～６月30日 

贈呈時期 ６月中旬に発送を予定 毎年の定時株主総会終了後に発送を予定 

 

（注）キッザニア（東京・甲子園）のスポンサーイベントデイへの御招待券贈呈につきましては、会場の許容

人数に限りがありますので、総株主数に応じて1株主様の御招待人数を変更させていただく場合があります。 

 

以 上 


