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2019 年６月 18日 

各      位 

会 社 名  株式会社ビジョナリーホールディングス 

代表者名  代表取締役社長 星﨑 尚彦 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード９２６３） 

問合せ先  

役職・氏名 取締役執行役員ＣＦＯ 三井 規彰 

電  話 ０３－６４５３－６６４４（代表） 

 

株主優待制度の変更に関するお知らせ 

 

当社は、下記のとおり株主優待制度を一部変更することといたしましたので、お知らせいたします。 

なお、本変更は、2019 年７月 30 日開催予定の第２期定時株主総会において、本日公表の「株式併合に

関するお知らせ」および「定款の一部変更に関するお知らせ」に係る議案が承認可決されることを前提と

しております。 

記 

 

１． 変更の理由 

当社株式への投資魅力を高め、2019 年 11 月 1 日に実施する株式併合（10 株を１株にする併合）以降

も当社株式を中長期的に保有していただける株主様の増加を図ることを目的としております。 

 

２． 変更の時期 

本制度変更は、2019 年 10 月 31 日の最終の株主名簿に記録された株主様への発送分（2020 年１月上

旬発送予定）より適用を開始いたします。 

 

３． 変更の内容 

（１） 現行の優待内容 

毎年４月 30 日および 10 月 31 日の最終の株主名簿に記録された１単元（100 株）以上所有の株

主様を対象といたします。 

保有株式数 継続保有期間 内容 

１単元（100 株）以上 

３単元（300 株）未満 
- 

■株主様特別ご優待券（３０％割引）：１枚 

■メガネレンズお仕立券：２枚 

３単元（300 株）以上 

５単元（500 株）未満 

継続３年未満 

継続３年以上 
■株主様特別ご優待券（３０％割引）：２枚 

■メガネレンズお仕立券：２枚 
５単元（500 株）以上 継続５年未満 
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継続５年以上 
■株主様特別ご優待券（４０％割引）：２枚 

■メガネレンズお仕立券：２枚 

 

 

（２） 贈呈基準の変更内容 

株主優待制度の変更に際しては、株主の皆さまからお寄せいただいたご意見やご要望を勘案し、よ

り多くの株主の皆さまに当社グループのアイケアサービスをご理解いただきたく、株主優待の内容に

リラクゼーション及びトータルアイ検査プレミアムコースを拡充いたしました。 

・リラクゼーション 

最適なメガネ作製のために、「見るチカラ」に影響する緊張状態をほぐし、疲れ眼状態をリセット

させることで、より精度の高い検査へ導きます。 

・トータルアイ検査プレミアムコース 

お客様の生活環境や眼の調節力等も考慮し、最適なメガネを作製することのみを目的とした総合

的な視力検査をご提供します。なおリラクゼーション 10 分を含みます。 

 

【現行制度：株式併合前】 

2019 年 10 月 31 日の最終の株主名簿に記録された１単元（100 株）以上所有の株主様を対象とい

たします。 

保有株式数 

継続 

保有 

期間 

内容 ※（ ）内は額面 

金額表記はいずれも税抜価格 

１単元（10 0 株）以上 

10 単元（1,000 株）未満 
‐ 

■アイケアサービスご利用券：１枚 

 ご来店時に「リラクゼーション 10 分券（1,000 円）」、

もしくは「各種検査の補助券（1,000 円）」のいずれかを

選択いただきご利用いただきます。 

10 単元（1,000 株）以上 

100 単元（10,000 株）未満 

継続 

５年 

未満 

■メガネレンズお仕立券（10,000 円）※1：２枚 

■トータルアイ検査プレミアムコース券（4,000 円）：２枚 

■リラクゼーション 10分券（1,000 円）：２枚 

継続 

５年 

以上 

■メガネフレーム券（10,000 円）※2：1枚 

■メガネレンズお仕立券（10,000 円）※1：２枚 

■トータルアイ検査プレミアムコース券（4,000 円）：２枚 

■リラクゼーション 10分券（1,000 円）：２枚 

100 単元（10,000 株）以上 ‐ 

■プレミアムメガネフレーム券（30,000 円）※2：２枚 

■プレミアムメガネレンズお仕立券（30,000 円）※3：２枚 

■トータルアイ検査プレミアムコース券（4,000 円）：５枚 

■リラクゼーション 10分券（1,000 円）：５枚 

※１ 当社通常価格から、眼の負担軽減や加齢対応のレンズ等をお仕立ていただける、メガネレンズ

お仕立券（10,000 円）２枚を贈呈いたします 

メガネレンズお仕立券は、額面以上のメガネレンズにて眼鏡をお仕立ていただく場合に生じる

差額は株主様のご負担となります。 

ただし、30,000 円（税抜）を超えるメガネレンズにて眼鏡をお仕立ていただく場合は、メガネ

レンズお仕立券（10,000 円）２枚を同時にご利用いただけます。 

なお、メガネレンズお仕立券のご利用は、当社グループ店舗にてフレームをお買い求めいただ
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くことが前提となります。  

※２ 額面未満のメガネフレームをご購入の際もご利用いただけます。ただし、つり銭のお返しはで

きません。 

また、額面以上のメガネフレームをご購入の際は、差額は株主様のご負担になります。 

メガネレンズお仕立券、プレミアムメガネレンズお仕立券との併用は不可といたします。ただ

し、複数お買い求めの場合には別々にご利用いただくことが可能です。 

※３ 当社通常価格から、眼の負担軽減や加齢対応レンズ等をお仕立ていただけるプレミアムメガネ

レンズお仕立券（30,000 円）２枚を贈呈いたします。 

プレミアムメガネレンズお仕立券は、30,000 円（税抜）までのメガネレンズが無料対象となり

ます。つり銭のお返しはできません。額面以上のメガネレンズにて眼鏡をお仕立ていただく場

合に生じる差額は株主様のご負担となります。 

なお、プレミアムメガネレンズお仕立券のご利用は、当社グループ店舗にてフレームをお買い

求めいただくことが前提となります。  

 

≪ご利用可能店舗≫ 

当社グループ店舗でご利用いただけます（ただし、EYESTYLE 店舗は渋谷店、銀座店、恵比寿店の

み利用可、 同オンラインショップでは利用不可）。  

利用可能店舗や注意事項等は FAQ（https://www.visionaryholdings.co.jp/ir/faq/） を参照ください。 

 

 

【新制度：株式併合後】 

2019年 11月１日以降の毎年４月 30 日および 10月 31 日の最終の株主名簿に記録された１単元（100 

株）以上所有の株主様を対象といたします。 

保有株式数 

継続 

保有 

期間 

内容 ※（ ）内は額面 

金額表記はいずれも税抜価格 

１単元（10 0 株）以上 

10 単元（1,000 株）未満 

継続 

５年 

未満 

■メガネレンズお仕立券（10,000 円）※1：２枚 

■トータルアイ検査プレミアムコース券（4,000 円）：２枚 

■リラクゼーション 10分券（1,000 円）：２枚 

継続 

５年 

以上 

■メガネフレーム券（10,000 円）※2：1枚 

■メガネレンズお仕立券（10,000 円）※1：２枚 

■トータルアイ検査プレミアムコース券（4,000 円）：２枚 

■リラクゼーション 10分券（1,000 円）：２枚 

10 単元（1,000 株）以上 ‐ 

■プレミアムメガネフレーム券（30,000 円）※2：２枚 

■プレミアムメガネレンズお仕立券（30,000 円）※3：２枚 

■トータルアイ検査プレミアムコース券（4,000 円）：５枚 

■リラクゼーション 10分券（1,000 円）：５枚 

※１ 当社通常価格から、眼の負担軽減や加齢対応のレンズ等をお仕立ていただける、メガネレンズ

お仕立券（10,000 円）２枚を贈呈いたします。 

メガネレンズお仕立券は、額面以上のメガネレンズにて眼鏡をお仕立ていただく場合に生じる

差額は株主様のご負担となります。 

ただし、30,000 円（税抜）を超えるメガネレンズにて眼鏡をお仕立ていただく場合は、メガネ

レンズお仕立券（10,000 円）２枚を同時にご利用いただけます。 

なお、メガネレンズお仕立券のご利用は当社グループ店舗にてフレームをお買い求めいただく
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ことが前提となります。  

※２ 額面未満のメガネフレームをご購入の際もご利用いただけます。ただし、つり銭のお返しはで

きません。 

また、額面以上のメガネフレームをご購入の際は、差額は株主様のご負担になります。 

メガネレンズお仕立券、プレミアムメガネレンズお仕立券との併用は不可といたします。ただ

し、複数お買い求めの場合は別々にご利用いただくことが可能です。 

※３ 当社通常価格から、眼の負担軽減や加齢対応レンズ等をお仕立ていただけるプレミアムメガネ

レンズお仕立券（30,000 円）２枚を贈呈いたします。 

プレミアムメガネレンズお仕立券は、30,000 円（税抜）までのメガネレンズが無料対象となり

ます。つり銭のお返しはできません。額面以上のメガネレンズにて眼鏡をお仕立ていただく場

合に生じる差額は株主様のご負担となります。 

なお、プレミアムメガネレンズお仕立券のご利用は当社グループ店舗にてフレームをお買い求

めいただくことが前提となります。  

 

≪ご利用可能店舗≫ 

当社グループ店舗でご利用いただけます（ただし、EYESTYLE 店舗は渋谷店、銀座店、恵比寿店の

み利用可、 同オンラインショップでは利用不可）。  

利用可能店舗や注意事項等は FAQ（https://www.visionaryholdings.co.jp/ir/faq/） を参照ください。 

 

 

＜ご参考＞ 

■毎年４月 30 日現在（期末）株主様 

ご利用期間 毎年８月中旬から翌年１月 31 日まで 

■毎年 10 月 31 日現在（第２四半期末）株主様 

ご利用期間 毎年１月中旬から６月 30 日まで 

以上 


