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平成 28 年３月期配当予想の決定及び株主優待制度の一部変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、１株当たり配当予想及び株主優待制度の変

更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．配当予想決定の理由 

当社は、将来の事業拡大に備え、内部留保による企業体質の強化を図りながら、安定した配当を

維持していくことを基本方針としております。 

平成 28 年３月期末における配当予想につきましては、平成 28 年２月 12 日公表の「平成 28 年３

月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」にて事業環境の先行きが不透明であることから未定

としておりましたが、上記の配当方針のもと、当期の業績動向及び財務状況等を勘案し、１株当た

り 0.5 円に決定いたしました。 

 

２．配当の内容 

 年間配当金 

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

前回予想 

（平成 28 年２月 12 日発表） 

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

－ 0.00 － － － 

今回修正予想 － － － 0.50 0.50

当期実績 － 0.00 －   

前期実績（平成 27 年３月期） － 0.00 － 0.50 0.50

 
３．株主優待制度変更の理由 

当社は、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするとともに、当社の事業内容を株主の皆様にご理

解いただくことを目的として、株主優待制度を導入しております。 

この度、より多くの当社株式を保有していただいている株主様、ならびに当社株式を中長期にわ

たり保有していただいている株主様のご支援に一層報いることを目的として、優待内容を一部変更

し、30,000 株以上保有の株主様に贈呈させていただく株主優待券を増額させていただくくとともに、

保有継続期間に応じた 20％割引券の贈呈基準を新たに導入させていただくことといたしました。 

また、当社株主優待制度の現状と配当政策等を総合的に勘案した結果、全株主様を対象としてお

りました 20％割引券の贈呈につきましても、贈呈基準を一部変更させていただくこととなりました。 
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一方、特別株主優待券につきましては、ご利用いただける店舗が少ないことから、取扱店舗のな

い地域にお住まいの株主様の利便性やいただいたご意見を踏まえ、より広く特別株主優待券をお使

いいただけるように、自社工場で毎年末に製造させていただいているおせちを、従来の天然・無添

加スーパープレミアムコラーゲンスープに加えて、当社指定通信販売商品とさせていただくことと

いたしました。 

当社では、株主優待制度に関しまして随時検討を重ねておりますが、一般的に合理性が認められ

る範囲で、熟慮いたしました結果、下記「４．変更の内容」のとおり株主優待制度を変更させてい

ただくことといたしましたので、お知らせいたします。 

 

４．変更の内容 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 

 
変更前 変更後 

実施回数 年間１回（期末） 年間１回（期末） 

割当基準日 毎年３月末日 毎年３月末日 

優待内容 ①全株主様 

20％割引券 10 枚 

 

②2,000 株以上の株主様 

一律 1,500 円の株主優待券 

 

③5,000 株以上の株主様 

一律 4,000 円の株主優待券 

 

④10,000 株以上の株主様 

一律 12,000 円の株主優待券 

 

⑤20,000 株以上の株主様 

一律 12,000 円の株主優待券 

一律 20,000 円の特別株主優待券 

 

※全株主様を対象とした 20％割引券の贈呈は、

廃止させていただくこととなりました。 

 

①2,000 株以上の株主様 

一律 1,500 円の株主優待券 

20％割引券 ６枚 

②5,000 株以上の株主様 

一律 4,000 円の株主優待券 

20％割引券 ６枚 

③10,000 株以上の株主様 

一律 12,000 円の株主優待券 

20％割引券 10 枚 

④20,000 株以上の株主様 

一律 12,000 円の株主優待券 

一律 20,000 円の特別株主優待券 

20％割引券 10 枚 

⑤30,000 株以上の株主様 

一律 14,000 円の株主優待券 

一律 20,000 円の特別株主優待券 

20％割引券 10 枚 

⑥40,000 株以上の株主様 

一律 16,000 円の株主優待券 

一律 20,000 円の特別株主優待券 

20％割引券 10 枚 

⑦50,000 株以上の株主様 

一律 18,000 円の株主優待券 

一律 20,000 円の特別株主優待券 

20％割引券 10 枚 

⑧60,000 株以上の株主様 

一律 20,000 円の株主優待券 

一律 20,000 円の特別株主優待券 

20％割引券 10 枚 

⑨保有継続期間２年以上で、かつ 2,000 株以上

の株主様（注１） 

 上記①～⑧に加えて、20％割引券 ２枚 
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有効期限及

び有効期間 
（有効期限） 

株主優待券 

・翌年６月 30 日まで 

特別株主優待券 

・翌年６月 30 日まで 

（有効期間） 

20％割引券 

・７月１日から 12 月 31 日まで ５枚 

・翌年１月１日から６月 30 日まで ５枚 

（有効期限） 

株主優待券 

・翌年６月 30 日まで 

特別株主優待券 

・翌年６月 30 日まで 

（有効期間） 

20％割引券 

・７月１日から 12 月 31 日まで ３枚 

・翌年１月１日から６月 30 日まで ３枚 

①2,000 株以上の株主様 

②5,000 株以上の株主様 

・７月１日から 12 月 31 日まで ５枚 

・翌年１月１日から６月 30 日まで ５枚 

③10,000 株以上の株主様 

④20,000 株以上の株主様 

⑤30,000 株以上の株主様 

⑥40,000 株以上の株主様 

⑦50,000 株以上の株主様 

⑧60,000 株以上の株主様 

・７月１日から 12 月 31 日まで １枚 

・翌年１月１日から６月 30 日まで １枚 

⑨保有継続期間２年以上で、かつ 2,000

株以上の株主様 

取扱店舗 株主優待券 

・ジー・コミュニケーショングループ業態の

全店舗 

※特別株主優待券利用可能店舗及び、一部

業態店舗を除く。 

特別株主優待券 

・ジー・コミュニケーショングループ業態の

うち、当社指定の高価格業態店舗、または

当社指定のオリジナル商品（コラーゲンス

ープ）の通信販売 

20％割引券 

・一部店舗を除く、ジー・コミュニケーショ

ングループ業態の店舗 

株主優待券 

・ジー・コミュニケーショングループ業態の

全店舗 

※特別株主優待券利用可能店舗及び、一部

業態店舗を除く。（注２） 

特別株主優待券 

・ジー・コミュニケーショングループ業態の

うち、当社指定の高価格業態店舗、または

当社指定のオリジナル商品（おせち、コラ

ーゲンスープ）の通信販売 
（注３） 

20％割引券 

・ジー・コミュニケーショングループ業態の

店舗 

※特別株主優待券利用可能店舗及び、一部

業態店舗を除く。（注２） 

利用可能日 全日ご利用可能 全日ご利用可能 

（注１）保有継続期間２年以上とは、毎年３月末日及び９月末日の当社株主名簿に、同一株主番号で継続して

５回以上記載されることといたします。 

（注２）株主優待券及び 20％割引券は、ご利用できる店舗が限られております。ご利用に際しては、同封され

るご利用可能店舗一覧及び当社ホームページの店舗検索にてご確認をお願い申し上げます。 

（注３）特別株主優待券は、ご利用できる店舗及び商品が限られております。ご利用に際しては、同封される

ご利用可能店舗一覧及びパンフレット、当社ホームページの店舗検索にてご確認をお願い申し上げま

す。 

 

５．株主優待制度の変更時期 

今回の変更は、平成 28 年３月 31 日時点における株主名簿（実質株主名簿含む）に記載された株

主の皆様より適用させていただきます。 

以上 


