
株主・投資家の皆様へ
第29期 第2四半期累計期間報告書
平成20年4月1日から平成20年9月30日まで
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株主の皆様へ

To Our Shareholders

株主の皆様におかれましては、ますますご

清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご支援、ご鞭撻を賜り、厚く

御礼申し上げますと共に、第29期第2四半期累

計期間の営業のご報告をさせていただきます。

当第2四半期累計期間におけるわが国経済

は、原油、原材料等の高騰による消費者物価

への影響と米国のサブプライムローン問題に

端を発した大手金融機関の破綻により、世界

規模で金融危機に陥るとの懸念もあり、結果、

消費者マインドの低下など、景気回復への道

筋が不透明になってきております。

当社におきましても、決して楽観視できな

い環境の中、郊外型店舗を中心に客足が鈍り、

集中豪雨等の天災も影響して、厳しい状況が

続きました。

しかし一方では、「スポッチャ事業」の前年

度比プラスへの好転や「姫路飾磨店」（兵庫県

姫路市）、「草加店」（埼玉県草加市）の 2店舗

を新規に出店、「アミューズメント事業」での

大型機器の導入等により、業績向上に努めま

した。

なお、当期第3四半期以降も11店舗の出店を

予定しており、さらに来期以降も鋭意、新規

出店を計画してまいります。

なお、当第2四半期連結累計期間の売上高は

387億円、営業利益は74億円、経常利益は58

億円、四半期純利益は23億円となっておりま

す。

今後も成長を続け、企業価値の向上に努め

てまいります。

株主の皆様におかれましては、変わらぬご

支援、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願

い申し上げます。

平成20年12月
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代表取締役社長
杉 野 公 彦



事業概要
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『 は、ボウリングだけじゃないんです！』
老若男女、一人やカップルでも、友達同士や家族でも、

いろんなことで遊べる要素が詰まっている“おもちゃ箱”です

ボウリング

ただボウリングをするのではなく、「ムーンライト

ストライクゲーム」での記念撮影や、「ネット対戦

ボウリング」で他店舗のプレーヤーと熱いゲームを

体験するなど、さらにゲームを楽しめるサービスが

満載です。

アミューズメント

最新のゲーム機やUFOキャッチャーなどを数多く取

り揃えています。

気軽に楽しめる納得のコーナーです。

カラオケ

ミニステージがあったり、スモークが噴き出したり、

マッサージチェアまで設置された様々なお部屋を用

意しています。

盛り上がること間違いなしです。

他にもいろいろ

スポッチャコーナー以外でも、単独でビリヤード・

ダーツ・卓球も楽しめます。

また店舗によっては、施設内に飲食テナントも入っ

ていますので、遊び過ぎてお腹が減っても安心です。

店
舗
イ
メ
ー
ジ

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
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事業内容

ボウリング事業 当社のコア事業であり、単に営業するのではなく、独自の様々な企画を実施して、

集客およびリピート率の向上に努め、不動の地位を築いていきます。

「ROUND1 CUP Men」

「ROUND1 CUP Ladies」

「ROUND1 Masters CUP」

「学生ボウリング甲子園」

～当社主催の各種大会～

ネット対戦ボウリング

「がんばれ！ぼうりんぐ番長！」

平成20年 9月より新サービスを開始しました。

「ムーンライトストライクゲーム」

普段のプレイではあり得な

い「一斉投球」で慎重かつ

大胆にストライクを狙って

ください！

「くつろげる空間」

ゲームだけではなく、プレ

イするスペース（空間）も

大切にしています。

平成20年 4 月より、イメ
ージキャラクターとして、
柳原可奈子さんを起用し
ています。
彼女のキャラクターから、
当社施設の楽しさ等を一
層表現し、また恒例のス
トラップも販促グッズと
して使用しています。

「スクリーンレーン」

スクリーンで迫力のプ

ロモーション映像と音

楽が楽しめます。

「バンパーレーン」

お子様用スコアアップ＋α。

お子様でも楽しめるガター

無しのレーンです。
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アミューズメント事業 ボウリング事業に続く収益事業のアミューズメント事業。

最新のゲーム機やプライズマシンを導入し、通常の利用以外にも他施設の待ち時

間等での利用を狙いつつ、鋭意取り組んでいます。

カラオケ事業 当社の収益事業であることはもちろんのこと、様々な嗜好を凝らし、アーティス

トさながらのミニステージやスモーク設備を備え、音質向上やリラクゼーション

機器も導入するなど、競合他社との差別化を図り、業績貢献事業として今後もサ

ービス向上に努めていきます。

「フロア外観」

大規模でアミューズメントパークの

ようなレイアウト。

「アイスキャッチャー」

今夏、大人気のプライズ

マシンを導入しました。

「ルーレットゲーム」

一部の店舗ではルーレットを設置し、

海外のカジノを思わせる嗜好も用意

しています。

「ミニステージルーム」

スモーク設備とスタンドマイクで

熱唱、憧れのアーティストのよう

なステージを演出します。

「LOVEルーム」

コンパ等の団体様に大好評のエンターテ

インメントテーブル（PARTY STATION）

でフィーリングカップルも楽しめます。

「マッサージチェア」

マッサージしながら優雅

に歌い、セレブ気分を味

わえます。
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スポッチャ事業 友達や親子で、好きなように遊ぶことのできる公園や空き地が少なくなってきた

昨今、いろんなスポーツで爽快に汗を流し、親子でサッカーなどを楽しむ、そん

なスペースの提供を行っている事業です。

※スポッチャ施設は一部店舗にはありません。設置店舗につきましては11～13ペ

ージの　 マークの付いた店舗をご確認ください。

その他事業 前記以外にも、趣味嗜好に合わせ単独でビリヤード・ダーツ・ピンポンなども楽

しめるようにしています。

また店舗によっては、飲食テナントを入れ、長時間滞在によって収益の向上を目

指しています。

3 on 3 ミニサッカー ローラースケート

ビリヤード ダーツ ピンポン



創業来、培ってきた「ノウハウ」と他を寄せ付けない『ブランド力』
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ラウンドワンの強み
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複合化（TPOに合わせ楽しみたいレジャーを選択）
当社の施設は、単独の専業店ではなく、大型複合スポーツレジャー施設です。
その時々の気分や状況に応じて、楽しみたいシーン（レジャー）を選択できるこ
とにより、お客様の幅広いニーズにお応えすることが可能となります。
競合先が小規模店やアイテム数の少ない小型施設が多い中で、当社のように大規
模で数多くのアイテムを設置した施設は数少ないのが現状です。

企画・運営（独自のノウハウによる多くの集客と高いリピーター率）
独自のノウハウを用いて、 4事業（ボウリング・アミューズメント・カラオケ・
スポッチャ）すべてにおいて、国内でトップクラスの稼働率・集客力を維持する
イベントや企画等を実施しています。
さらに、当社規模の施設運営にはその投資額が多額であることが大きく影響し、
参入障壁が高い 1番の理由となっています。

安定的な業績（安定力を増す 4本の収益の柱）
ボウリング・アミューズメント・カラオケ・スポッチャの 4本の柱が収益を上げ
ることで、事業毎の好不調の変動幅を吸収し、収益の安定化を図ることができます。

最新設備（海外のカジノを思わせる開放的な空間を演出）
高いクオリティ（設備・内装・備品類）の提供を目指し、毎期に計画的なリニ
ューアルを実施しています。
お客様に、リアルタイムで最新設備の醍醐味を楽しんでいただけるよう、空間
創造に努めています。

堅実な財務基盤（優れた資金調達能力）
業界一の利益額に裏付けられた収益力や、手元現預金および実質有利子負債額
等の財務面からも、業界でトップクラスの資金調達力を持っています。
また他のレジャーメーカー系の企業とは異なり、経営資源をスポーツレジャー
施設の運営1点に集中することができる強さがあります。



市場における成長の余地
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【ライバルは　thers（他者）ではなく、　neself（R　UND1）】 

【市場における将来性（優位性）】

国内市場における当社シェアは　たったの 6％　です。

当社は、実質市場規模からもまだまだ成長の余地が十二分にある成長過程。

当社の強みである『ブランド力』をベースに、一層の業績拡大を目指しています。

6%
シェア 

約1兆3千億円 

市
場
規
模 

アミューズメント 
6,190億円 

『レジャー白書2008より』 
コミックカフェ・時間制レジャーは、当社予測による。 

ボウリング 
1,010億円 

カラオケ 
4,270億円 

コミックカフェ 
時間制レジャー 
1,800億円 

実質市場規模：約1兆3千億円 

ラウンドワン 
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当期の新規出店計画
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～市場シェアの拡大のため、積極的に新規出店を行ってまいります～

平成20年10月オープン
大野城店（福岡県）

【出店済店舗】

店舗名 所在地 店舗タイプ

姫路飾磨

草 加

大 野 城

兵庫県姫路市飾磨区中島1-254

埼玉県草加市谷塚上町204-1

福岡県大野城市御笠川1-18-16

スタンダード

スタンダード

スタンダード

【新規出店計画】

【スタンダード型タイプの収支モデル】
（単位：億円）

店舗名（仮称） 所在地 店舗タイプ

項目

ボウリング

アミューズメント

カラオケ

その他（ビリヤード・ダーツ等）

総売上

リース料

賃借料

人件費

その他費用

総費用

経常利益

純利益

経常利益率

キャッシュ・フロー

初期投資額

ROIC（キャッシュ・フロー÷設備投資）

金額

3.7 

3.5 

0.6 

0.3 

8.1 

1.9 

1.4 

1.4 

2.2 

6.9 

1.2 

0.7 

14.8%

1.2 

10.0 

12.0%

足 利

福 山

富 士

岸 和 田

武蔵村山

沖縄宜野湾

市 原

津

下 関

栃 木

栃木県足利市内

広島県福山市内

静岡県富士市八代町4－15（建替え）

大阪府岸和田市内

東京都武蔵村山市内

沖縄県宜野湾市内

千葉県市原市内

三重県津市内

山口県下関市内

栃木県栃木市内

スタンダード

スタンダード

スタンダード

スタンダード

スタンダード

スタジアム

スタンダード

スタンダード

スタンダード

スタンダード

【スタンダード型タイプの施設モデル】

敷地面積
ボウリング
アミューズメント
カラオケ
ビリヤード
ダーツ
卓球

1800坪
36レーン
260台
24ルーム

15台

初年度より 3 年目までの平均経常利益目標は1.2億円と

するが、リース料の低減が見込まれる 4年目以降の経常

利益目標は2.0億円（利益率24.7％）とします。
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平成21年3月期計画（単体ベース）

財務データ（連結ベース）

新規出店数 売上高 経常利益 当期純利益 

13 億円 800 億円 120億円 59店 

四半期連結貸借対照表

科 目
当第2四半期
連結会計期間末
平成20年9月30日現在

（単位：億円）

科 目

（負債の部）
流動負債
短期借入金
1年以内返済予定長期借入金
1年以内返済予定長期借入金（責任財産限定）
未払法人税等
その他
固定負債
社債
長期借入金
長期借入金（責任財産限定）
その他
負債合計
（純資産の部）
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
評価・換算差額等
土地再評価差額金
少数株主持分
純資産合計
負債・純資産合計

当第2四半期
連結会計期間末
平成20年9月30日現在

289
141
13
81
20
31
760
20
19
715
5

1,049

719
153
157
411
△3
△5
△5
0

714
1,764

（注）記載金額は、億円未満を切り捨てて表示しております。

（資産の部）
流動資産
現金及び預金
現金及び預金（責任財産限定対象）
棚卸資産
その他
その他（責任財産限定対象）
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物
建物及び構築物（責任財産限定対象）
土地
土地（責任財産限定対象）
その他
無形固定資産
投資その他の資産

資産合計

303
127
121
9
35
9

1,460
1,357
283
567
12
452
42
1

101

1,764
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四半期連結損益計算書 （単位：億円）

科 目

売上高

売上原価

売上総利益

販売費及び一般管理費

営業利益

営業外収益

営業外費用

経常利益

特別利益

特別損失

税金等調整前四半期純利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

少数株主利益

四半期純利益

当第2四半期連結累計期間
平成20年4月 1 日から
平成20年9月30日まで

387

303

83

8

74

1

17

58

0

△16

41

22

△4

0

23

（注）記載金額は、億円未満を切り捨てて表示しております。

四半期連結キャッシュ・フロー計算書（単位：億円）

科 目

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増加額

現金及び現金同等物の期首残高

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

現金及び現金同等物の四半期末残高

当第2四半期連結累計期間
平成20年4月 1 日から
平成20年9月30日まで

76

△85

31

22

108

△2

127

（注）記載金額は、億円未満を切り捨てて表示しております。

連結子会社の資産と負債について

・現金及び預金（責任財産限定対象） ⇒ 連結子会社にて保有する現預金（金銭信託等を含む）です。
・建物及び構築物（責任財産限定対象）⇒ 連結子会社にて保有する建物・構築物（ラウンドワン店舗）です。
・土地（責任財産限定対象） ⇒ 連結子会社にて保有する土地（ラウンドワン店舗）です。
・短期借入金 ⇒ 概ねラウンドワンが債務保証している当社建設期間中店舗等の借入残高です。また、一部ラウンド

ワン単体の借入金も含んでいます。（それぞれ店舗のオープンと同時に返済され消滅します。）
・1年以内返済予定長期借入金 ⇒ 連結子会社にて調達した非遡及型借入金（ノンリコースローン）で1年以内に返済されるものです。
（責任財産限定）
・長期借入金（責任財産限定） ⇒ 連結子会社にて調達した非遡及型借入金（ノンリコースローン）で1年以内に返済されないものです。

（注）緑字のものは、連結子会社（特別目的会社に係る匿名組合等）の資産・負債です。また、連結財務諸表作成にあたって匿名組合等への出
資金等が内部消去されておりますので、上記の緑字で示された金額を単純に合計しても、貸借はバランスいたしません。上記の連結貸借
対照表は、科目を要約しております。詳細は第2四半期決算短信等（弊社ホームページに掲載）を参照願います。
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店舗のご案内

【北海道・東北地区】 （平成20年11月30日現在）

SP店 店舗名 電話番号 住所

旭川
函館
札幌北21条
札幌白石本通
青森
盛岡
秋田
郡山
福島

0166-49-5071
0138-49-8401
011-733-8801
011-865-8051
017-762-3591
019-654-9011
018-896-6711
024-941-3191
024-525-4731

北海道旭川市永山3条1-4-7
北海道函館市西桔梗町848-11
北海道札幌市東区北21条東1-1-21
北海道札幌市白石区本通16-北1-50
青森県青森市浜田3-1-1
岩手県盛岡市盛岡駅西通2-10-35
秋田県秋田市卸町1-1-2
福島県郡山市向河原町4-55
福島県福島市太田町14-18

【関東地区】

SP店 店舗名 電話番号 住所

宇都宮
前橋
上尾
大宮
朝霞
入間
さいたま・栗橋
草加
わらび
柏
八千代村上
南砂
瑞穂
足立江北
町田
八王子
板橋
横浜戸塚
横浜綱島
横浜駅西口
高津
川崎大師

028-614-8171
027-287-1501
048-778-3411
048-658-5666
048-450-1822
04-2960-1521
0480-55-0831
048-920-3701
048-447-8080
047-160-4060
047-481-6181
03-5617-6911
042-539-0805
03-5837-3271
042-710-0091
042-623-6177
03-5922-3521
045-858-1201
045-533-6151
045-412-0880
044-813-3711
044-270-1541

栃木県宇都宮市江曽島町2072-1
群馬県前橋市天川大島町1101-1
埼玉県上尾市大字平塚917-1
埼玉県さいたま市大宮区宮町4-90-7
埼玉県朝霞市膝折町2-16-10
埼玉県入間市小谷田3-7-25
埼玉県北葛飾郡栗橋町大字小右衛門192-1
埼玉県草加市谷塚上町204-1
埼玉県蕨市北町5-1-6
千葉県柏市弥生町8-53
千葉県八千代市村上4032-1
東京都江東区南砂6-7-15 トピレックプラザ
東京都西多摩郡瑞穂町むさし野3-11-3
東京都足立区江北7-6-4
東京都町田市森野1-13-14
東京都八王子市万町53
東京都板橋区相生町16-13
神奈川県横浜市戸塚区影取町1759-5
神奈川県横浜市港北区樽町2-6-40 T-PLATZ
神奈川県横浜市西区南幸2-8-16
神奈川県川崎市高津区二子4-8-1
神奈川県川崎市川崎区殿町1-5-1
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【東海・北陸・甲信越地区】

SP店 店舗名 電話番号 住所

新潟
長野
金沢
浜松
千種
鳴海
名駅南
中川1号線
刈谷境川
名古屋西春
半田
豊橋
みえ川越ＩC

025-280-1322
026-254-5801
076-245-1850
053-461-1101
052-238-1615
052-899-0700
052-350-4511
052-665-5353
0566-26-6811
0568-26-4001
0569-25-7351
0532-65-2212
059-361-2130

新潟県新潟市中央区美咲町2-1-38
長野県長野市大字東和田827-6
石川県金沢市横川6-120-1
静岡県浜松市東区天王町諏訪1981-17
愛知県名古屋市千種区新栄3-20-17 タイホウ千種駅南ビル8階
愛知県名古屋市緑区鳴海町杜若28
愛知県名古屋市中川区松重町4-35 Taiho名駅南ビル7階
愛知県名古屋市中川区法蔵町2-23
愛知県刈谷市今川町阿野前12-1 京楽ASKビル3階
愛知県北名古屋市宇福寺神明15
愛知県半田市瑞穂町6-7-8
愛知県豊橋市大岩町字岩田27-2
三重県三重郡川越町南福崎851-1

【関西地区漓】

SP店 店舗名 電話番号 住所

京都河原町
京都伏見
伊丹
加古川
三宮駅前
新開地
川西
尼崎
JR尼崎駅前
姫路飾磨
宝塚
守口
茨木
高槻
堺駅前
堺中央環状
泉北
新御堂緑地
城東放出
北心斎橋
東淀川
平野
大東

075-213-8400
075-622-9911
072-775-4150
079-429-2513
078-252-7200
078-579-8282
072-740-1048
06-6483-3031
06-6495-4177
079-243-1830
0797-86-4001
06-6907-9270
072-640-3500
072-672-9933
072-222-0120
072-253-9559
072-298-8282
06-6378-5811
06-6936-0100
06-4704-2210
06-6160-2221
06-6795-2467
072-806-0222

京都府京都市中京区河原町通三条下ル山崎町250
京都府京都市伏見区下鳥羽平塚町131
兵庫県伊丹市昆陽7-29
兵庫県加古川市尾上町安田325-6
兵庫県神戸市中央区小野柄通6-1-17
兵庫県神戸市兵庫区新開地2-3-4 大京聚楽館ビル
兵庫県川西市栄町16-6
兵庫県尼崎市西難波町4-5-25
兵庫県尼崎市潮江1-4-5 プラストいきいき館4階
兵庫県姫路市飾磨区中島1-254
兵庫県宝塚市栄町1-14-3
大阪府守口市佐太東町2-6-14 ジャガーグリーン2階
大阪府茨木市南清水町3-5
大阪府高槻市辻子3-6-4
大阪府堺市堺区戎島町4-44-3
大阪府堺市東区石原町2-241
大阪府堺市南区原山台1-14-2
大阪府吹田市春日1-7-33
大阪府大阪市城東区今福南3-4-38
大阪府大阪市中央区南船場3-6-18
大阪府大阪市東淀川区菅原7-14-29
大阪府大阪市平野区平野馬場1-4-4
大阪府大東市南新田2-3-22

（関西地区次頁へ続く）
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【中国・四国地区】

【関西地区滷】

SP店

SP店

店舗名

店舗名

電話番号

電話番号

住所

住所

広島
岡山妹尾
高松

082-545-8910
086-282-8851
087-812-6115

広島県広島市中区立町3-11
岡山県岡山市妹尾3413-1
香川県高松市松島町2-7-43

東大阪
豊中
枚方
奈良
和歌山

06-6224-1700
06-6865-2200
072-864-0800
0742-30-4575
073-421-8210

大阪府東大阪市若江南町1-2-12
大阪府豊中市名神口1-1-1
大阪府枚方市高野道1-20-20
奈良県奈良市大宮町7-1-43
和歌山県和歌山市小雑賀739-3

【九州地区】

SP店 店舗名 電話番号 住所

福岡天神
博多半道橋
小倉
大野城
佐賀
大分
熊本
宮崎
鹿児島宇宿

092-720-8101
092-475-6611
093-562-8805
092-504-7411
0952-36-7070
097-573-2800
096-325-7200
0985-63-1210
099-284-0655

福岡県福岡市中央区天神2-6-12
福岡県福岡市博多区半道橋2-2-8
福岡県北九州市小倉北区西港町15-65
福岡県大野城市御笠川1-18-16
佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木1110
大分県大分市萩原2-13-17
熊本県熊本市春日7-25-15
宮崎県宮崎市中村東3-4-60
鹿児島県鹿児島市宇宿2-2-2

株主優待の
お知らせ

株主優待制度

1 株以上 5株未満の株主様※ 1

500円割引券 4枚
クラブカード引換券 2枚

5株以上の株主様※ 2

500円割引券 8枚
クラブカード引換券 2枚

2008年 9 月30日および2009年
3 月31日の年 2 回を割当基準日
とし、その時点における所有株式
数（株主名簿、実質株主名簿双方
に記載のある場合は、名寄せした
合計の株式数）に応じて、株主用
割引券および引換券をお配りいた
します。
なお、有効期限を設けております
ので、あらかじめご了承ください。

2009年 1 月（予定）に株式分割および単元株制度を採用することに伴って、2009年 3 月
31日割当基準日の株数を次の通り置き換えいたします。
※ 1「100株以上500株未満の株主様」 ※ 2「500株以上の株主様」

見本 見本
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会社情報・株式情報

杉 野 公 彦

西 村 孝 之

吉 　 田 　 健 三 郎

田 川 由 登

寺 本 俊 孝

西 村 直 人

坂 本 民 也

稲 垣 隆 弘

三 輪 和 三

岩 川 　 　 浩 □

奥 田 純 司

株式の状況 所有者別株式分布

発行可能株式総数 2,497,000株

発行済株式の総数 632,413.54株

株主数 19,934名

会社概要

社 名

設 立
本 社

資 本 金
事 業 内 容

従 業 員 数

株式会社ラウンドワン
（英文名　ROUND ONE Corporation）
1980年12月25日
大阪府堺市堺区戎島町4丁45番地1
堺駅前ポルタスセンタービル
電話（072）224－5115（代表）
15,324,624,590円
ボウリング＆アミューズメントを核とした
複合型レジャー施設の経営を主な事業内容
としております。
1,115名
（注）上記従業員数には、嘱託社員及びパ
ートタイマーは含まれておりません。

当社ホームページ
（http://www.round1.co.jp/）に「会社
情報」、「店舗案内」など様々な情報を掲載
しております。

役員

代表取締役社長

常 務 取 締 役

常 務 取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

常 勤 監 査 役

監 査 役

監 査 役

その他の法人　0.59％ 

証券会社　1.01％ 

外国法人等 
14.74％ 

金融機関 
26.62％ 

個人その他 
56.80％ 

自己名義株式　0.24％ 

平成20年9月30日現在



http://www.round1.co.jp/

株　主　メ　モ

事 業 年 度
定時株主総会
基 準 日

公 告 方 法

上場証券取引所

毎年4月1日から翌年3月31日まで
毎年6月開催
「定時株主総会」毎年3月31日
「期末配当金」毎年3月31日
「中間配当金」毎年9月30日
（その他、必要があるときは、あらかじ
め公告いたします）
電子公告
URL：http://www.round1.co.jp/
（ただし、電子公告による公告ができない
事故、その他のやむを得ない事由が生じた
ときは、日本経済新聞に掲載いたします）
東京証券取引所（市場第一部）
大阪証券取引所（市場第一部）

株主名簿管理人

同事務取扱場所

同 取 次 所

大阪市中央区北浜四丁目5番33号
住友信託銀行株式会社
大阪市中央区北浜四丁目5番33号
住友信託銀行株式会社　証券代行部
住友信託銀行株式会社　全国各支店
「郵送物送付先」
〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10
住友信託銀行株式会社　証券代行部
「電話照会先」
住所変更等用紙のご請求：薔0120-175-417
そ の 他 の ご 照 会：薔0120-176-417
「インターネットホームページ」
http://www.sumitomotrust.co.jp/STA/
retail/service/daiko/index.html

【端株の取扱いについてのご案内】
1．株式分割ならびに単元株制度の採用について
2009年1月に株券の電子化が実施され、端株制度は廃止となります。
株券電子化システムでは、1株未満の株式（端株）を記録することができないこととなっております。
そのため、弊社では株券の電子化直前に1株を100株とする株式分割を行うと共に、100株を1単元とする単元株制度を採用
することを予定しております。
これにより従来の端株は、単元未満株式（100株に満たない整数株式）として株券電子化システム上で記録（存続）されます。

2．端株の売却（買取請求）について
【電子化前】
1株未満の端株につきましては、市場での売買取引を行えませんので、ご請求いただければ当社にて買い取りいたします。
なお、買い取りのご請求の際は、「上記記載の株主名簿管理人（住友信託銀行）」までお問い合わせください。
【電子化後】
株式分割により単元未満株式となりますが、端株同様、市場での売買取引は行えませんので、ご請求いただければ当社に
て買い取りいたします。
なお、買い取りのご請求の際は、『株主様の口座管理機関（証券会社等）』までお問い合わせください。

※電子化後と電子化前では、お問い合わせ先が異なりますのでご留意ください。（下記参照）
3．端株の売却受付の一時停止について
株券の電子化の実施に伴い、データ移管等への対応の都合により、本年12月中は手続きの受付が難しくなる可能性がありま
すので、お含みおきいただきますようお願いいたします。

【株券電子化後の株式に関するお届出先およびご照会先について】
2009年1月の株券の電子化に伴い、実施後の各種お届出およびご照会先が変更となります。
【電子化前】
株主名簿管理人（住友信託銀行）
【電子化後】
口座管理機関（お取引の証券会社等）

株券の電子化前に、「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていない株主様には、株主名簿管理人である住友信託
銀行に口座（特別口座）を開設いたします。
特別口座についての各種お届出およびご照会は、従来通り住友信託銀行にご連絡ください。
※「ほふり」を利用されない株主様は、売買取引に日数を要する場合もありますので、証券会社等を通じて株券を「ほふり」
に預託することをお勧めいたします。
また、名義書換のお済みでない株主様につきましては、株主の権利を失うおそれがありますので、お早めに名義書換を行う
ようお願いいたします。


