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平成25年４月17日 

 各    位 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

株式併合、単元株式数の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成25年４月17日開催の取締役会において、平成25年５月22日開催予定の第50回定時

株主総会に、下記のとおり株式併合、単元株式数の変更及び定款の一部変更について付議するこ

とを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

                      

記 

                                

Ⅰ．株式併合 

１．株式併合の目的 

全国証券取引所は、すべての上場内国株券の売買単位を100株に集約すべく「売買単位の集約に

向けた行動計画」を発表し、その推進のために平成26年４月１日までに売買単位を100株と1,000株

の２種類へ集約することを決定しました。 

当社は上場企業としてかかる趣旨を尊重し、当社株式の売買単位を現行の500株から100株に変更

することといたしました。単に、売買単位の集約のみを実施しただけでは、平成25年４月16日現

在の株価１株45円で計算すると、当社株式の投資単位は4,500円と極めて低水準となり、投機的

取引の対象として株価の乱高下を招きやすい状態となります。そこで、売買単位の集約と同時に、

同比率での株式併合（５株を１株に併合）を実施することで、売買単位を現行と同水準にとどめる

ことといたしました。なお、株式併合の効力発生と同時に、発行可能株式総数も５分の１へ変更い

たします。 

しかしながら、当社株式を５株未満の数で保有している株主様（以下、「５株未満株主様」とい

います。）につきましては、株式併合により株式の保有機会が失われることとなります。平成25年

２月末日現在の５株未満株主様の数は25名（株主総数2,665名に対する割合は0.94％）で、その保

有株式数は35株（発行済株式総数36,249,090株に対する割合は0.00％）です。 
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５株未満株主様が当社の株主総数に占める割合及びその発行済み株式総数に占める割合がいず

れも１％未満とごく少数であることから、流通市場に及ぼす影響は僅少であると考えられます。し

かしながら、当社は５株未満株主様を軽視するものではなく、従来どおり会社法にもとづく単元未

満株式の買取り制度を提供いたします。 

 

２．株式併合の概要 

(１) 併合の方法 

平成25年９月１日（日曜日）（実質的には平成25年９月２日（月曜日））をもって、平成25年

８月31日（土曜日）（実質的には平成25年８月30日（金曜日））の最終の株主名簿に記載又は記

録された株主様の所有株式数を基準に、普通株式５株につき１株の割合をもって併合いたします。 

株式併合により発行済株式総数は５分の１に減少しますが、純資産等は変動しませんので、１

株当たり純資産額は５倍となります。また、株式併合と同時に、単元株式数を500株から100株に

変更することにより株式の売買単位も５分の１の100株となりますので、今回の株式併合の前後

で、株式を売買する機会や株主の皆様の議決権などには変動は生じません。 

 

 (２) 併合により減少する株式数 

株式併合前の当社発行済株式総数（平成25年２月28日現在） 36,249,090株 

今回の併合により減少する株式数 28,999,272株 

株式併合後の当社発行済株式総数 7,249,818株 

株式併合後の発行可能株式総数 21,323,600株 

※ 併合により減少する株式数は、併合前の発行済株式総数に株式の併合割合を乗じた理論値

です。  

  

 (３) 併合により減少する株主数等 

平成25年２月28日現在の当社株主名簿の状況を前提とした株主構成の割合 

保有株式数 株主数（割合） 所有株式数（割合） 

合計数 2,665名 （100.00％） 36,249,090株 （100.00％）

５株未満 25名 （0.94％） 35株 （0.00％）

５株以上 2,640名 （99.06％） 36,249,055株 （99.99％）

 

(４) １株未満の端数が生じる場合の処理について 

併合の結果、１株に満たない端数が生じた場合には、一括して処分し、その処分代金を端数が

生じた株主様に対して端数の割合に応じて分配いたします。 

また、今回株式併合により、現在５株未満の株式を保有されている株主の皆様は、その保有機

会を失うことになりますが、「単元未満株式の買取り」の手続きをご利用いただくことも可能で

すので、お取引の証券会社又は当社の株式名簿管理人までお問い合わせ下さい。 

 

(５) 株式併合の条件 

平成25年５月22日開催予定の当社第50回定時株主総会において、株式併合に関する議案及び単

元株式数の変更等の定款一部変更議案が承認可決されることを条件といたします。 

 



3 

Ⅱ．単元株式数変更 

１．単元株式数変更の目的 

今回の株式併合により、株主の皆様の議決権等の権利や市場での売買の利便性・流動性を損なわ

ないように意図したものであり、「Ⅰ．１．株式併合の目的」に記載した「売買単位の集約に向け

た行動計画」へ対応すべく、単元株式数を変更するものであります。 

 

２．単元株式数変更の内容 

普通株式の単元株式数を500株から100株に変更いたします。 

 

３．単元株式数変更の条件 

平成25年５月22日開催予定の当社第50回定時株主総会において、単元株式数の変更等の定款一部

変更議案及び株式併合に関する議案が承認可決されることを条件といたします。 

 

Ⅲ．定款の一部変更 

１．定款変更の理由 

（１）目的 

今後の事業の多様化に対応するため、事業の目的事項を追加するものです。 

（２）本店所在地 

業務の効率化を図るため、本店の所在地を東京都杉並区から茨城県つくば市に変更するもので

す。 

（３）発行可能株式総数 

株式併合の実施に伴い、発行可能株式総数を変更するものです。 

（４）単元株式数 

株式併合の実施に伴い、単元株式数を変更するものです。 

（５）単元未満株式についての権利 

議決権を有しない単元未満株主の権利を定めるため、単元未満株式についての権利を新設し、

以降の条数の繰り下げを行うものです。 

 

２．定款変更の内容 

変更の内容は次のとおりです。 

現行定款・変更案対照表 

（下線は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

（目 的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

１、～18、（条文省略） 

（新 設） 

（目的） 

第２条 （現行どおり） 

 

１、～18、（現行どおり） 

19、ゲーム機、ゲームソフトの小売及び卸売 
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（新 設） 

（新 設） 

 

（新 設） 

 

19、（条文省略） 

 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を東京都杉並区に置く。

 

 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、

106,618,000株とする。 

 

（単元株式数） 

第７条 当会社の単元株式数は、500株とする。

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

第８条～第31条（条文省略） 

 

（新 設） 

 

20、化粧品、理美容品の小売及び卸売 

21、インターネットを利用した広告業及び音楽、

映像、ゲーム、書籍等の情報提供サービス業

22、食堂、喫茶店、カフェ、興行場、プレイガ

イドの経営 

23、 （現行どおり） 

 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を茨城県つくば市に置

く。 

 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、

21,323,600株とする。 

 

（単元株式数） 

第７条 当会社の単元株式数は、100株とする。

 

（単元未満株式についての権利） 

第８条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げ

る権利以外の権利を行使することが

できない。 
１、会社法第 189 条第２項各号に掲げる

権利 
２、取得請求権付株式の取得を請求する

権利 
３、株主の有する株式数に応じて募集株

式又は募集新株予約権の割当てを

受ける権利 
 

第９条～第32条（現行どおり） 

 
附則 
第１条 第３条の変更は、後日開催される取

締役会において決定する本店移転

日をもって効力を生ずるものとす

る。なお、本附則第１条は効力発生

日後これを削除する。 
第２条 第６条及び第７条の変更は、平成25

年９月１日をもってその効力を生

ずるものとする。なお、本附則第２

条は効力発生日後これを削除する。

 

 

３．定款変更の条件 

平成25年５月22日開催予定の当社第50回定時株主総会において、単元株式数の変更等の定款一部

変更議案及び株式併合に関する議案が承認可決されることを条件といたします。 
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Ⅳ．株式併合、単元株式数の変更及び定款変更の主要日程（予定） 

平成25年４月17日（水） 取締役会決議日 

平成25年５月22日（水） 定時株主総会決議日（予定） 

平成25年８月31日（土） 株式併合基準日（予定） 

平成25年９月１日（日） 株式併合の効力発生日（予定） 

平成25年９月１日（日） 単元株式数変更の効力発生日（予定） 

（ご参考） 平成25年８月28日をもって、証券取引所における売買単位は500株から100株へ変

更されます。 

 

Ⅳ．株式併合を行った場合の株主様に対する当社の見解 

今回の株式併合により、５株未満株主様につきましては、その保有機会を失うこととなりますこ

とを深くお詫び申し上げます。株主様にはこの度の株式併合及び単元株式数の変更の趣旨をご理解

の上、ご協力いただきますようお願い申し上げます。 

以 上 

 
添付資料 

（ご参考）株式併合に関するＱ＆Ａ
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（ご参考） 

株式併合に関するＱ＆Ａ 

 

Ｑ１ 株式併合とはどのようなことですか？ 

Ａ 株式併合とは、複数の株式を合わせてそれより少ない数の株式とすることです。今般、当

社では５ 株を１株とすることを予定しています。 

 

Ｑ２ 単元株式数とは何ですか？ 

Ａ 単元株式数とは、会社法によって定められ、証券取引所での株式の売買単位となっている

株式数であり、株主総会の議決権の単位ともなっている株式数です。現在の当社の単元株

式数は500 株です。 

 

Ｑ３ 株式併合と単元株式数の変更とはどのようなことですか？ 

Ａ 全国証券取引所は国内の上場株式の単元株式数、すなわち売買単位を最終的に100 株にす

ることを計画しており、当面の目標として平成26 年４月１日を期限として「売買単位の100 

株と1,000 株の２種類への集約」を完了する取り組みを推進しています。 

 現在の売買単位が100株又は1,000 株でない上場会社については、当該期限までに売買単位

を100 株に変更するよう協力の要請がなされており、当社としてはこれに応えるべく、売

買単位である単元株式数を現在の500 株から100 株に変更するものです。 

 一方、単に単元株式数を100株に変更しただけでは、平成25年４月16日現在の株価１株45円

で計算すると、投資単位は4,500円となり、当社株式の投資単位は極めて低い水準となり、投

機的取引の対象として株価の乱高下を招きやすい状態となります。そこで、単元株式数の変更

と同時に株式併合を実施することとしました。併合実施後の100株は併合実施前の500株に

相当することから、併合前の株価が１株45円であれば、併合後の理論上の株価は併合前の

５倍となり、投資単位は22,500円となりますので、実質的には現在の投資単位に変動が生

じません。 

 

Ｑ４ 株主の所有株式・議決権はどのようになるのですか？ 

Ａ 株式併合と単元株式数の変更を同時に行った際、その効力発生の前後では次のようになり

ます。 

 効力発生前 効力発生後 

 ご所有株式数 単元の数 ご所有株式数 単元の数 端数株式 

例① 3,000株 6個 600株 6個 なし

例② 2,800株 5個 560株 5個 なし

例③ 1,503株 3個 300株 3個 0.6株

例④ 342株 なし 68株 なし 0.4株

例⑤ 4株 なし なし なし 0.8株

 

 株式併合の結果、１株に満たない端数（以下「端数株式」といいます。）が生じた場合は、

全ての端数株式を当社が一括して買い取り、その合計額を各株主様の端数に応じてお支払
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いいたします。 

 また、効力発生前のご所有株式数が５株未満の株主様は、株式併合により全てのご所有株

式が端数株式となります。なお、端数を処分してお支払いする金額は、平成25年10月中旬

頃にお送りすることを予定しております。 

 

Ｑ５ 株式併合は、資産価値に影響を与えないのですか？ 

Ａ 株式併合の前後で、会社の資産や資本に変化はありませんので、株式市況の変動など他の

要因を除けば、株主様がお持ちの当社株式の資産価値が変わることはございません。 

 ご所有株式数は併合前の５分の１となり、例えば1,000 株お持ちの株主様の株数は200 株

になりますが、１株当たりの純資産額は併合前の５倍となります。また、株価についても

理論上は併合前の５ 倍となります。 

 

Ｑ６ 具体的なスケジュールはどうなりますか？ 

Ａ 次のとおり予定しております。 

 平成25年５月22日  定時株主総会決議日 

 平成25年８月16日  株式併合公告日 

 平成25年８月27日  現在の単元株式数（500株）での売買の最終日 

 平成25年８月28日 当社の売買単位が500株から100株に変更されます。 

  株価に株式併合の効果が反映されます。 

 平成25年９月１日 株式併合、単元株式数変更の効力発生日 

 

Ｑ７ 株式併合に伴い、必要な手続きはありますか？ 

Ａ 特段、株主様にお願いする手続きはございません。 

 

以上 

 


