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株主優待制度の内容変更に関するお知らせ
当社は、本日の取締役会において、株主優待制度の内容を変更することにつき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．変更の理由
2020 年５月８日付け「2019 年度株主優待制度の中止に関するお知らせ」及び 2020 年６月 19 日付
け「株主優待制度の基準日及び内容の一部変更に関するお知らせ」のとおり、突然の国内環境の変化
によって中止した前回の株主優待制度ならびに 2020 年７月 22 日に実施した臨時株主総会での承認を
受けて８月 15 日付けで実施した当社普通株式 10 株を１株とする株式併合や、既存事業の更なる拡大
を目指す当社グループの動きなどを踏まえまして、新たな株主優待制度を創り上げることを目的に、
当社の株主優待制度における基準日及び内容を変更することをお知らせいたしました。
この度、昨今の社会情勢や環境の変化なども勘案しながら、総合エンターテインメント事業を展開
する当社グループのリソースを活用した新たな株主優待として「KeyHolder Premium Club」を開始す
ることにつき決議いたしましたので、お知らせいたします。

２．変更後の株主優待制度の内容
（１） 対象となる株主様
2020 年 12 月末日時点の株主名簿に記載または記録された、当社株式 300 株以上を保有されてい
る株主様を対象といたします。
なお、本件株主優待の変更前の基準日である６月 30 日時点で当社株式を保有いただいており、且
つ変更後の 12 月末時点で後述する株式数を保有（※）し、株主名簿においても記載または記録され
ている株主様（12 月末時点で半年以上継続保有）に対しましては、2020 年６月 19 日付け「株主優
待制度の基準日及び内容の一部変更に関するお知らせ」のとおり、基準日の変更による影響を勘案
し、特典として一律で、年度内で複数回開催される LIVE のいずれかにご利用いただける、株主様向
け限定配信視聴券を１枚進呈いたします。
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※：2020 年６月 30 日時点の株主名簿に保有株式数は問わず記載または記録されていること且つ、2020 年 12 月末
日時点で当社株式を 100 株以上保有いただいている株主様を対象といたします。

（２） 株主優待制度の内容
① 株主優待制度の概要について
株主様ご優待エンタメファンコミュニティークラブ「KeyHolder Premium Club」は、総合エン
ターテインメント事業を中心に、映像制作事業や広告代理店事業など展開する KeyHolder グルー
プが、当社を応援いただける株主様に対してご提供する、エンタメコミュニケーションサービス
です。
保有株式数や保有年数に応じて付与する“KeyPoint”を使い、
「KeyHolder Premium Club」内の
様々なエンタメコンテンツを楽しんでいただける内容となります。対象の株主様には、PC または
スマートフォンから会員専用サイトにアクセスし、別途付与される ID とパスワードを入力する
ことで、保有しているポイントを様々な株主様限定の特典と交換してご利用いただけます。
株主様限定の特典には「LIVE」
、
「Market」
、
「Events」、
「Gacha」の大きく分けて４種類のコース
があり、各コースに設定される特典を、付与されたポイントを使ってご利用いただけます。
② 付与されるポイントについて
保有株式数

付与ポイント／特典

100 株以上

～

300 株未満

０ポイント

300 株以上

～

500 株未満

配信 LIVE 視聴券１枚（※２）

500 株以上

～

1,000 株未満

5,000 ポイント

1,000 株以上

～

5,000 株未満

15,000 ポイント

6 か月保有特典（※１）

5,000 株以上

～

10,000 株未満

25,000 ポイント

開設記念特典

10,000 株以上

～

20,000 株未満

50,000 ポイント

(配信 LIVE 視聴券１枚)

20,000 株以上

～

50,000 株未満

100,000 ポイント

50,000 株以上

～

100,000 株未満

150,000 ポイント

100,000 株以上

～

500,000 株未満

200,000 ポイント

500,000 株以上

300,000 ポイント

※１.本件株主優待の変更前の基準日である６月 30 日時点で株式数を問わず当社株式を保有いただいており、
且つ変更後の 2020 年 12 月末時点で 100 株以上の株式を保有いただいた株主様に対しましては、特典
として一律で、年度内で複数回開催される LIVE のいずれかにご利用いただける、株主様向け限定配信
視聴券を１枚進呈いたします。
※２.2020 年 12 月末時点で 300 株以上 500 株未満の株式数を保有いただいている株主様に対しましては、
ポイント付与の代わりに、年度内で複数回開催される LIVE のいずれかにご利用いただける、株主様
向け限定配信視聴券を、前述「※１」とは別に１枚進呈いたします。

③ ポイントの有効期間について
ポイントは、毎年期末時点の株主名簿に記載または記録された株主様を対象に、翌３月に付与
し、その有効期限は翌々年の３月末日までの１年間とします。

-2-

④ コース及び消費ポイントの目安について
コース

KeyHolder
Premium Club
Live

特典

初年度内容

バックステージ

LIVE 配信時のご観覧や

100,000

ツアーご招待

出演者と記念撮影

ポイント～

配信 LIVE の

LIVE 配信時のご観覧

観覧ご招待
LIVE 配信のご視聴

Artist Premium

アイドルグループや

Market

アーティストグッズ

Special Events

消費ポイント（※３）

50,000
ポイント～

LIVE 配信のご視聴

3,000

（複数回）

ポイント～

グッズ等

1,000
ポイント～

LIVE チケットや

（例）me me mar

2,000

映像コンテンツ等

（カラコン）

ポイント～

オフショット

100
限定画像・映像等
画像等
ポイント～
※３.記載された各消費ポイントは現段階における目安であり、今後の特典内容の更新や変更及び、特典の
対象となるアイドルグループやアーティスト、タレント次第では変動する可能性がございます。
Gacha

⑤ 各コース及び特典の内容について
・
「Premium Club Live」

… 複数回開催される LIVE を株主様向けに限定配信いたします。

アイドルグループやアーティストによるライブステージや、関連するタレント等のトークイベン
トなどの開催を予定しております。特典として、ライブイベントにおいて、アーティスト本人に
会えるバックステージツアーを筆頭に、配信ライブ現場でのご観覧や、配信ライブの視聴券など
をご用意いたします。なお、ライブの内容やスケジュールなどは、会員専用サイトを通じて決定
次第都度お知らせいたしますが、社会情勢や国内環境さらに、アーティストの活動状況の変化な
どによって、期中であっても更新或いは変更される可能性がございます。
・
「Artist Premium Market」 … アイドルグループやアーティストに係るグッズなどをラ
インナップ予定。グッズは在庫状況などによって、期中におきましても更新或いは変更される可
能性がございます。
・
「Special Events」 … アイドルグループやアーティストに係るリアルライブのチケット
や映像コンテンツなど、様々なスペシャルアイテムをラインナップ予定。なお、リアルライブ開
催及び提供内容やスケジュールなどは、会員専用サイトを通じて決定次第都度お知らせいたしま
すが、社会情勢や国内環境、アーティストの活動状況の変化などによって、期中であっても更新
或いは変更される可能性がございます。
・「Gacha」

…

会員専用サイトへのログインボーナスとして、１日１回のガチャ券を付与。

アイドルグループやアーティストに係るオフショットなどを当たりアイテムとして引ける予定。
⑥ 会員専用サイトについて
当社の株主優待制度は、2021 年３月頃の開設を予定している会員専用サイト上での運用を想
定しております。株主優待における特典やコンテンツの発表をはじめ、開始後における情報の更
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新や告知事項などは、すべて当該サイト内でお知らせすることを想定しております。
なお、当該サイトのご利用に必要な ID や登録方法等の情報につきましては、2021 年３月上旬
頃に当社証券代行より発送する株主総会に係る招集通知に同封または、当社からの郵送物のいず
れかによるご案内を予定しております。

３．変更時期
2020 年 12 月末日時点の株主名簿に記載または記録された株主様より実施いたします。ポイントの
付与及び運用を行う会員専用サイトの開設は 2021 年３月頃を想定しております。
注：2020 年 12 月期末時点の株主名簿に記載または記録されるためには、権利付き最終日である 12 月 28 日（月）
までに株式を取得していただいている必要がございます。

４．その他の留意点
本件2020年12月末日を基準日とする株主優待の内容及び運用開始時期等に関しましては、上記
「２．変更後の株主優待制度の内容」及び「３．変更時期」に記載のとおりとなります。
また、株主優待の運用開始以降、新たに追加するサービスや特典などが定まった場合には、すべ
て会員専用サイトを通してご案内する予定でおりますが、社会情勢や国内環境などの変化或いは想
定し得ない障害の発生などによって、会員専用サイト上での告知が困難な状況が生じた場合にはそ
の限りではありません。

以
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上

