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各 位 

2016 年 12 月 21 日 

株式会社リンクアンドモチベーション 

 

 
 
 

 

株式会社リンクアンドモチベーション（代表取締役会長：小笹芳央、本社：東京都中央

区、以下当社）は、平成 28 年 12 月 21 日開催の取締役会におきまして、株主優待制度の内

容を一部拡充することを決議いたしましたので、お知らせ致します。 

また、前記を受けまして、次回の株主優待制度権利付き最終日と贈呈時期をお知らせい

たします。 

 

記 

 

１．株主優待制度拡充の目的  

 株主の皆さまの日ごろのご支援に感謝するとともに、当社株式の魅力をより高め中長

期的に保有いただけるよう、株主優待制度を拡充いたしました。 

 

２，株主優待制度拡充の内容 

 年 2回の頻度で、権利確定日に保有する株数に応じて進呈する「QUO カード」の進呈金

額を一部増額いたします。 

 

 （１）拡充前 

        毎年 6月末日現在、12 月末日現在の株主名簿に記載又は記録された、1,000 株以 

上を 1年以上保有されている株主さまを対象に下記の「QUO カード」を進呈。 

  保有期間 

  
1 年以上 

2 年未満 

2 年以上 

3 年未満 
3 年以上 

保
有
株
数 

1,000 株以上 

5,000 株未満 

1,500 円分/回 

（年間 3,000 円分） 

3,000 円分/回 

（年間 6,000 円分） 

4,500 円分/回 

（年間 9,000 円分） 

5,000 株以上 

10,000 株未満 

7,500 円分/回 

（年間 15,000 円分） 

15,000 円分/回 

（年間 30,000 円分） 

22,500 円分/回 

（年間 45,000 円分） 

10,000 株以上 
15,000 円分/回 

（年間 30,000 円分） 

30,000 円分/回 

（年間 60,000 円分） 

45,000 円分/回 

（年間 90,000 円分） 

※保有期間は、毎年 6月末日及び 12月末日時点の株主名簿において、同一株主番号で

連続して記載又は記録された回数を基に算出いたします。 

 

株主優待制度の拡充および 

株主優待制度権利付き最終日に関するお知らせ 
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 （２）拡充後 

        毎年 6月末日現在、12 月末日現在の株主名簿に記載又は記録された、1,000 株以 

上を 1年以上保有されている株主さまを対象に下記の「QUO カード」を進呈。 

  保有期間 

  
1 年以上 

2 年未満 

2 年以上 

3 年未満 
3 年以上 

保
有
株
数 

1,000 株以上 

2,500 株未満 

1,500 円分/回 

(年間 3,000 円分） 

3,000 円分/回 

(年間 6,000 円分） 

4,500 円分/回 

(年間 9,000 円分） 

2,500 株以上 

5,000 株未満 

3,800 円分/回 

(年間 7,600 円分） 

7,500 円分/回 

(年間 15,000 円分） 

11,300 円分/回 

(年間 22,600 円分） 

5,000 株以上 

10,000 株未満 

7,500 円分/回 

(年間 15,000 円分） 

15,000 円分/回 

(年間 30,000 円分） 

22,500 円分/回 

(年間 45,000 円分） 

10,000 株以上 

15,000 株未満 

15,000 円分/回 

(年間 30,000 円分） 

30,000 円分/回 

(年間 60,000 円分） 

45,000 円分/回 

(年間 90,000 円分） 

15,000 株以上 
22,500 円分/回 

(年間 45,000 円分） 

45,000 円分/回 

(年間 90,000 円分） 

67,500 円分/回 

(年間135,000円分） 

※保有期間は、毎年 6月末日及び 12月末日時点の株主名簿において、同一株主番号で

連続して記載又は記録された回数を基に算出いたします。 

 

３，株主優待制度拡充の開始時期 

   2016年12月末日時点の株主名簿に記載された株主さまに対する優待より拡充を開始

いたします。 

 

４，次回株主優待制度権利付き最終日 

   次回は、2016 年 12 月末日時点の保有株式及び保有期間に応じて実施いたします。保

有期間につきましては、2013 年 12 月末日まで遡り算出いたします。 

   株主として名簿に記載されるためには権利付き最終日となる 12 月 27 日までのご購

入が必要となりますので、ご留意の上ご確認のほどお願い致します。 

 

  ※権利付き最終日とは 

株主として記載されるためには、株式購入後 3営業日が必要となります。 

権利確定日に株式保有をするためには権利確定日の 3営業日前の権利付き最終日 

までにご購入いただく必要があります。 

 

＜（例）2016 年 12 月 30日が権利確定日の場合＞ 

 2016 年 12 月 27 日 ←この日までにご購入ください 

 2016 年 12 月 28 日 

 2016 年 12 月 29 日 

 2016 年 12 月 30 日 権利確定日 
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５，優待品の贈呈時期 

    12 月末日確定分は翌年３月下旬に送付を予定しております。今しばらくお待ちく

ださい。 

 

 

《ご参考》 

本制度の詳細は当社 IRサイト内の「株主優待制度」のページをご覧ください。 

http://www.lmi.ne.jp/ir/complimentary/ 

 

 

以上 

 

 

 

 

■お問い合わせ先 

株式会社リンクアンドモチベーション グループデザイン本部 広報・秘書ユニット 

TEL：03-3538-9819  FAX：03-3538-8672  Email：ir@lmi.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

■お問い合わせ先 

株式会社リンクアンドモチベーション  http://www.lmi.ne.jp/ 

■代表取締役会長：小笹芳央    ■資本金：13億 8,061 万円  ■証券コード：2170（東証一部） 

■本社：東京都中央区銀座 3-7-3 銀座オーミビル ■Tel：03-3538-8671（代表） ■創業：2000 年 4 月  

■事業内容： 

モチベーションエンジニアリングによる企業変革コンサルティング 

モチベーションマネジメント事業（育成・風土・制度支援） 

エントリーマネジメント事業（採用・動員支援） 

インキュベーション事業（投資・組織人事支援） 

■グループ会社： 

株式会社リンクグローバルソリューション、株式会社リンク・リレーション・エンジニアリング、 

株式会社リンクイベントプロデュース、株式会社リンクコーポレイトコミュニケーションズ、 

株式会社リンク・マーケティング、株式会社リンク・アイ、株式会社リンク・インタラック、株式会社リンクジ

ャパンキャリア、株式会社リンクアカデミー、株式会社モチベーションアカデミア、株式会社リンクダイニング 

http://www.lmi.ne.jp/ir/complimentary/
mailto:ir@lmi.ne.jp

