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平成 29 年２月 16 日 

 

各   位 

会 社 名  株式会社ジー・テイスト 

代表者名  代表取締役社長    杉本 英雄 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号   2694   ） 

問合せ先  取締役管理本部長 稲角 好宣  

（  TEL． 052  －  910  －  1729  ） 

 

 

 

（訂正）株主優待制度の一部変更に関するお知らせ 

 

 

平成 29 年２月 14 日付で公表いたしました「株主優待制度の一部変更に関するお知らせ」につきま

して、記載の内容に一部誤りがありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正後の

全文を次ページ以降に添付いたします。 

 

記 

 
【訂正箇所】 ３．変更の内容 （２）割引券の贈呈基準の欄外注釈 

 

（訂正前） 

（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）保有継続期間２年以上で、かつ当社株式 100 株以上の株主様には、有効期間が平成 29 年

７月１日から 12 月 31 日までの 20％割引券１枚と、有効期間が平成 30 年１月１日から６

月 30 日までの 20％割引券１枚の計２枚を、平成 29 年６月に贈呈させていただきます。 

 

（訂正後） 

（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。 

（誤記入による※注２の削除） 

 

以上 
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【訂正後の「株主優待制度の一部変更に関するお知らせ」】 

 

 

株主優待制度の一部変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 29 年２月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり、株主優待制度の変更につい

て決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．株主優待制度変更の理由 

当社では、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、優待内容に関しましても随時検討

を重ねております。 

この度、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、これまでの割当基準日であ

る３月末日以降に新たに当社株式を保有いただいた株主様にも当社事業へのご支援を賜りたく、株

主優待の実施回数を年１回から年２回に変更させていただくこととなりました。また、株主の皆様

のご支援に一層報いることを目的として、株主優待の贈呈対象につきましても拡大させていただい

ております。 

なお、株主優待の実施回数の変更に伴い、各回の優待内容につきましても、これまでの当社株主

優待制度の内容を総合的に勘案の上、変更させていただくこととなりました。 

 

２．株主優待制度変更の概要 

（１）株主優待の割当基準日と実施回数の変更。 

①割当基準日 「毎年３月末日」から「毎年３月末日及び９月末日」の年２回に変更。 

②実施回数  「年１回」から「年２回」に変更。 

（２）株主優待の贈呈対象の拡大。 

①割引券   「当社株式 2,000 株以上を保有」から「当社株式 100 株以上を保有」に拡大。 

②株主優待券 「当社株式 2,000 株以上を保有」から「当社株式 1,000 株以上を保有」に拡大。 

（３）保有継続期間２年以上の株主優待の贈呈対象の拡大。 

①20％割引券 「当社株式 2,000 株以上を継続保有」から「当社株式 1,000 株以上を継続保有」

に拡大。 

（４）年２回の株主優待の優待内容の変更。 

株主優待の実施回数を年２回に変更させていただくことに伴い、各回の優待内容につきまして、

下記「３．変更の内容」（２）～（４）記載のとおり変更させていただいております。 
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３．変更の内容 

（１）実施回数及び割当基準日 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 

 変更後 （ご参考）変更前 

割当基準日 毎年３月末日及び９月末日 毎年３月末日 

実施回数 年間２回（期末、中間） 年間１回（期末） 

 

（２）割引券の贈呈基準 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 

 変更後 （ご参考）変更前 

有効期間 

及び有効期限 

平成29年 

７月１日から 

12月31日まで 

平成30年 

１月１日から 

６月30日まで 

平成28年 

７月１日から 

12月31日まで 

平成29年 

１月１日から 

６月30日まで 

割当基準日 ３月末日 ９月末日 ３月末日 

贈 呈 時 期 平成29年６月 平成29年11月 平成28年６月 

100 株以上 

1,000 株未満 
15％割引券 ２枚 15％割引券 ２枚

― ― 
1,000 株以上 

2,000 株未満 
15％割引券 ３枚 15％割引券 ３枚

2,000 株以上 

5,000 株未満 
20％割引券 ３枚 20％割引券 ３枚 20％割引券 ３枚 20％割引券 ３枚

5,000 株以上 

10,000 株未満 

10,000 株以上 

20,000 株未満 

20％割引券 ５枚 20％割引券 ５枚 20％割引券 ５枚 20％割引券 ５枚

20,000 株以上 

30,000 株未満 

30,000 株以上 

40,000 株未満 

40,000 株以上 

50,000 株未満 

50,000 株以上 

60,000 株未満 

60,000 株以上 

 

保有継続期間

２年以上（注１）

で、かつ 1,000

株以上 

上記に加えて 

20％割引券 ２枚
―

保有継続期間２年以上（注１）で、かつ

2,000 株以上の株主様に、 

上記に加えて 20％割引券 ２枚 

（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。 
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（３）株主優待券の贈呈基準 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 

 変更後 （ご参考）変更前 

特別株主優待券

の贈呈 

有効期間 

及び有効期限 
平成30年６月末日まで 平成29年６月末日まで 

割当基準日 ３月末日 ９月末日 ３月末日 

贈 呈 時 期 平成29年６月 平成29年11月 平成28年６月 

1,000 株以上 

2,000 株未満 
一律 500 円 一律 500 円 ― 

― 

2,000 株以上 

5,000 株未満 
一律 1,500 円 一律 1,000 円 一律 2,500 円 

5,000 株以上 

10,000 株未満 
一律 4,000 円 一律 2,500 円 一律 4,000 円 

10,000 株以上 

20,000 株未満 
一律 8,000 円 一律 5,000 円 一律 12,000 円 

20,000 株以上 

30,000 株未満 
一律 8,000 円 一律 5,000 円 一律 12,000 円 

下記（４）の

とおり贈呈 

 

30,000 株以上 

40,000 株未満 
一律 12,000 円 一律 7,500 円 一律 14,000 円 

40,000 株以上 

50,000 株未満 
一律 16,000 円 一律 10,000 円 一律 16,000 円 

50,000 株以上 

60,000 株未満 
一律 18,000 円 一律 12,000 円 一律 18,000 円 

60,000 株以上 

 
一律 20,000 円 一律 14,000 円 一律 20,000 円 

 

（４）特別株主優待券の贈呈基準 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 

 変更後 （ご参考）変更前 

有効期間 

及び有効期限 
平成30年６月末日まで 平成29年６月末日まで 

割当基準日 ３月末日 ９月末日 ３月末日 

贈 呈 時 期 平成29年６月 ― 平成28年６月 

20,000 株以上 

 
一律 20,000 円 ― 一律 20,000 円 

 

４．取扱店舗及び利用可能日 

 

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、または当社指定のオリジナ

ル商品（おせち）の通信販売 

※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）の通信販売（注２） 

15％割引券、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 

（注２）株主優待券、特別株主優待券、15％割引券及び 20％割引券は、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。 
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５．株主優待制度の変更時期 

今回の変更は、平成 29 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 
 

 


