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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

　当社と伊藤ハム株式会社（以下「伊藤ハム」）は、平成27年９月15日開催の各社取締役会において、共同株式移転

（以下「本株式移転」）の方法により共同持株会社を設立、経営統合を行うこと（以下「本経営統合」）について経営

統合基本契約書の締結を決議し、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２

項第６号の３の規定に基づき、平成27年９月15日付で臨時報告書を提出いたしました。

　今般、当社と伊藤ハムは、平成27年11月６日開催の各社取締役会において決議の上、共同して株式移転計画書を作成

する等、臨時報告書の記載内容の一部に訂正すべき事項がありますので、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基

づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。なお、今回新たに追加した添付資料（別添Ａ及び別紙１～17）につき

ましては＿＿＿を付しておりません。

 

(3）本株式移転の方法、本株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率）その他の本株式移転計画の内容

②　本株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率）その他の本株式移転計画の内容

ⅰ）本株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率）

（注３）　単元未満株式の取り扱いについて

　　（訂正前）

単元未満株式の共同持株会社の株式の割当てを受ける伊藤ハム及び当社の株主の皆様につきまして

は、かかる割当てられた株式を東京証券取引所その他の金融商品取引所において売却することはでき

ませんが、そのような単元未満株式を保有することとなる株主の皆様は、共同持株会社に対し、自己

の保有する単元未満株式を買い取ることを請求することが可能です。

 

　　（訂正後）

単元未満株式の共同持株会社の株式の割当てを受ける伊藤ハム及び当社の株主の皆様につきまして

は、かかる割当てられた株式を東京証券取引所その他の金融商品取引所において売却することはでき

ませんが、そのような単元未満株式を保有することとなる株主の皆様は、共同持株会社に対し、自己

の保有する単元未満株式を買い取ることを請求することが可能です。

また、自己の保有する単元未満株式の数と併せて１単元となる数の株式を共同持株会社から買い増す

ことも可能となります。

 

ⅲ）本株式移転後の経営体制について

　　（訂正前）

ⅲ）本株式移転後の経営体制について

　伊藤ハムの代表取締役社長である堀尾守を共同持株会社の設立時の代表取締役とし、取締役候補については、

伊藤ハムと当社とが２対１の割合とする予定です。

 

　　（訂正後）

（削除）
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ⅳ）本株式移転の日程

　　（訂正前）

経営統合基本契約書承認取締役会決議（両社） 平成27年９月15日

経営統合基本契約書締結（両社） 平成27年９月15日

株式移転計画書承認の取締役会決議（両社） 平成27年11月上旬（予定）

臨時株主総会に関する基準日（両社） 平成27年11月中旬（予定）

統合承認臨時株主総会（両社） 平成28年１月中旬（予定）

上場廃止日（両社） 平成28年３月29日（予定）

共同持株会社設立日（効力発生日） 平成28年４月１日（予定）

共同持株会社新規上場日 平成28年４月１日（予定）

　ただし、今後手続を進める過程で、必要に応じて両社協議のうえ、上記日程を変更する場合があります。

 

　　（訂正後）

経営統合基本契約書承認取締役会決議（両社） 平成27年９月15日

経営統合基本契約書締結（両社） 平成27年９月15日

株式移転計画書承認の取締役会決議（両社） 平成27年11月６日

臨時株主総会に関する基準日（両社） 平成27年11月21日（予定）

統合承認臨時株主総会（両社） 平成28年１月26日（予定）

上場廃止日（両社） 平成28年３月29日（予定）

共同持株会社設立日（効力発生日） 平成28年４月１日（予定）

共同持株会社新規上場日 平成28年４月１日（予定）

　ただし、今後手続を進める過程で、関係当局の許可等を含む本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由に

より、必要な場合には両社協議のうえ、上記日程を変更する場合があります。

 

ⅴ）本株式移転計画の内容

　　（訂正前）

　上記に記載の内容のほか本株式移転に係る株式移転計画の内容は、今後両社協議の上決定し、株式移転計画は

平成27年11月上旬に作成する予定であります。

 

　　（訂正後）

　本株式移転に係る株式移転計画の内容は、別添Ａ「株式移転計画書」をご参照ください。
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(5）本株式移転の後の株式移転設立完全親会社の概要

　　（訂正前）

商号 現時点では確定しておりません。

本店の所在地 現時点では確定しておりません。

代表者の氏名 代表取締役社長　　堀尾　守（予定）

資本金の額 現時点では確定しておりません。

純資産の額 現時点では確定しておりません。

総資産の額 現時点では確定しておりません。

事業の内容 傘下子会社及びグループの経営管理並びにこれに付帯又は関連する業務

 

　　（訂正後）

商号 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社

本店の所在地 東京都目黒区三田１丁目６番21号

代表者の氏名 代表取締役社長　　宮下　功（予定）

代表取締役副社長　　柴山　育朗（予定）

資本金の額 30,000百万円

純資産の額 現時点では確定しておりません。

総資産の額 現時点では確定しておりません。

事業の内容 グループ内傘下子会社の経営管理およびこれに付帯する一切の業務

 

以上
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別添Ａ

株式移転計画書

 

　伊藤ハム株式会社（以下「甲」という。）と米久株式会社（以下「乙」という。）は、共同株式移転の方法による株式

移転を行うことにつき合意したので、以下の通り共同して株式移転計画（以下「本計画」という。）を作成する。

 

第１条　株式移転

　甲及び乙は、本計画の定めるところに従い、共同して、甲及び乙の発行済株式の全部を新たに設立する株式移転設立完

全親会社（以下「新会社」という。）に取得させる株式移転（以下「本株式移転」という。）を行う。

 

第２条　新会社の目的、商号、本店の所在地、発行可能株式総数その他定款で定める事項

１．新会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数は、次の各号に定める通りとする。

(1）目的

　新会社の目的は、別紙１の定款第２条に記載の通りとする。

(2）商号

　新会社の商号は、「伊藤ハム米久ホールディングス株式会社」とし、英文では「ITOHAM YONEKYU HOLDINGS

INC.」と表示する。

(3）本店の所在地

　新会社の本店の所在地は、東京都目黒区とし、本店の所在場所は、東京都目黒区三田１丁目６番21号とする。

(4）発行可能株式総数

　新会社の発行可能株式総数は、10億株とする。

２．前項に定めるもののほか、新会社の定款で定める事項は別紙１の定款に記載の通りとする。

 

第３条　新会社の設立時取締役及び設立時監査役の氏名並びに設立時会計監査人の名称

１．新会社の設立時取締役の氏名は、次の通りとする。

新職（就任予定） 氏名 現職

取締役会長 堀尾　守 現　伊藤ハム　代表取締役社長

代表取締役社長 宮下　功 現　米久　代表取締役社長

代表取締役副社長

兼　伊藤ハム代表取締役社長
柴山　育朗

現　伊藤ハム　取締役常務執行役員

加工食品事業本部長

購買部・中央研究所担当

取締役常務執行役員

兼　米久代表取締役社長
御園生　一彦

現　伊藤ハム　取締役常務執行役員

食肉事業本部長

取締役執行役員

管理担当
石井　隆

現　伊藤ハム　取締役専務執行役員

管理本部長

取締役執行役員

経営戦略担当
市田　健一

現　伊藤ハム　取締役執行役員

経営戦略部・ＣＳＲ本部担当

取締役執行役員

ＣＳＲ担当
奥田　英人

現　米久　取締役常務執行役員

経営企画室長

商品本部管掌

取締役（社外） 棟方　信彦 現　伊藤ハム　取締役（社外）

取締役（社外） 種本　祐子 現　米久　取締役（社外）

２．新会社の設立時監査役の氏名は、次の通りとする。

常勤監査役 藤原　芳士 現　伊藤ハム　常勤監査役

非常勤監査役（社外） 今村　昭文 現　伊藤ハム　非常勤監査役（社外）

非常勤監査役（社外） 市東　康男 現　米久　非常勤監査役（社外）

補欠監査役 瓜生　健太郎 現　伊藤ハム　補欠監査役

３．新会社の設立時会計監査人の名称は、次の通りとする。

有限責任　あずさ監査法人
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第４条　本株式移転に際して交付する株式及びその割当て

１．新会社は、本株式移転に際して、甲及び乙の発行済株式の全部を取得する時点の直前時（以下「基準時」とい

う。）における甲及び乙の株主に対し、それぞれの所有する甲及び乙の株式に代わり、(ⅰ)甲が基準時に発行してい

る株式数の合計に１を乗じた数、及び(ⅱ)乙が基準時に発行している株式数の合計に3.67を乗じた数を合計した数と

同数の新会社の株式（以下「交付株式」という。）を交付する。

２．新会社は、前項の定めにより交付される交付株式を、基準時における甲及び乙の株主に対して、以下の割合をもっ

て割り当てる。

(1）甲の株主に対しては、その所有する甲の普通株式１株につき、新会社の普通株式１株の割合

(2）乙の株主に対しては、その所有する乙の普通株式１株につき、新会社の普通株式3.67株の割合

３．前二項の計算において、１株に満たない端数が生じる場合には、会社法第234条その他関係法令の定めに従い処理

するものとする。

 

第５条　新株予約権の取扱い

１．新会社は、本株式移転に際して、以下の表第１欄の①から⑧までに掲げる甲が発行している新株予約権の新株予約

権者に対し、当該新株予約権に代わり、それぞれ、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、以下表第２欄の

①から⑧までに掲げる新会社の新株予約権を交付する。

 
第１欄 第２欄

名称 内容 名称 内容

① 伊藤ハム株式会社第１回新株予約権 別紙２
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社

第１回新株予約権
別紙３

② 伊藤ハム株式会社第２回新株予約権 別紙４
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社

第２回新株予約権
別紙５

③ 伊藤ハム株式会社第３回新株予約権 別紙６
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社

第３回新株予約権
別紙７

④ 伊藤ハム株式会社第４回新株予約権 別紙８
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社

第４回新株予約権
別紙９

⑤ 伊藤ハム株式会社第５回新株予約権 別紙10
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社

第５回新株予約権
別紙11

⑥ 伊藤ハム株式会社第６回新株予約権 別紙12
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社

第６回新株予約権
別紙13

⑦ 伊藤ハム株式会社第７回新株予約権 別紙14
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社

第７回新株予約権
別紙15

⑧ 伊藤ハム株式会社第８回新株予約権 別紙16
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社

第８回新株予約権
別紙17

２．新会社は、本株式移転に際し、基準時の甲の新株予約権原簿に記載又は記録された甲の新株予約権者に対し、その

保有する前項の表第１欄①から⑧までに掲げる新株予約権１個につき、それぞれ、同項の表第２欄①から⑧までに掲

げる新株予約権１個を割り当てる。

 

第６条　新会社の資本金及び準備金の額に関する事項

　新会社の設立の登記をすべき日（以下「成立日」という。）における新会社の資本金及び準備金の額は、次の各号に定

める通りとする。

(1）資本金の額　　　 300億円

(2）資本準備金の額　　75億円

(3）利益準備金の額　　　 0円

 

第７条　新会社の成立日

　新会社の成立日は、平成28年４月１日とする。ただし、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場

合は、甲乙協議の上、合意によりこれを変更することができる。

 

第８条　株式移転計画承認株主総会

　甲及び乙は、平成28年１月26日を開催日としてそれぞれ臨時株主総会を招集し、本計画の承認及び本株式移転に必要な

事項に関する決議を求めるものとする。ただし、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、甲

乙協議の上、合意により臨時株主総会の開催日を変更することができる。
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第９条　株式上場及び株主名簿管理人

１．新会社は、新会社の成立日において、その発行する株式の株式会社東京証券取引所市場第一部への上場を予定する

ものとし、甲乙協議の上、可能な限り相互に協力して当該上場に必要な手続きを行う。

２．新会社の設立時における株主名簿管理人は、三井住友信託銀行株式会社とする。

 

第10条　剰余金の配当

１．甲は、平成28年３月31日の最終の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対して、１株当たり10円を上限

として剰余金の配当を行うことができる。

２．乙は、平成28年３月31日の最終の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対して、１株当たり18円を上限

として剰余金の配当を行うことができる。

３．甲及び乙は、前二項に定める場合を除き、本計画の作成後、新会社の成立日前の日を基準日とする剰余金の配当の

決議を行ってはならない。ただし、甲乙協議の上、合意した場合についてはこの限りではない。

 

第11条　自己株式の消却

　甲及び乙は、新会社の成立日の前日までに開催されるそれぞれの取締役会の決議により、それぞれの保有する自己株式

のうち、実務上消却可能な範囲の株式（本株式移転に際して行使される会社法第806条第１項に定める反対株主の株式買

取請求に応じて取得する自己株式を含む。）を、基準時までに消却するものとする。

 

第12条　会社財産の管理等

　甲及び乙は、本計画作成後、新会社の成立日までの間、それぞれ善良なる管理者の注意をもって、それぞれの従前の慣

行に従って通常の業務の範囲内において業務を執行し、かつ、財産の管理及び運営を行い、それぞれの財産及び権利義務

に重大な影響を及ぼす行為については、個別に相手方と協議の上、これを行う。

 

第13条　本計画の効力

　本計画は、第８条に定める甲若しくは乙の株主総会のいずれかにおいて、本計画の承認及び本株式移転に必要な事項に

関する決議が得られなかった場合、新会社の成立日までに本株式移転を行うにあたり必要な関係官庁等の承認等が得られ

なかった場合、又は次条に基づき本株式移転を中止する場合には、その効力を失うものとする。

 

第14条　株式移転条件の変更及び株式移転の中止

　本計画作成後、新会社の成立日までの間に、甲又は乙の事業遂行又は財務状況に重大な変更が生じた場合、本株式移転

の実施に重大な支障となる事態が生じ又は明らかとなった場合その他本株式移転の目的の達成が著しく困難となった場合

には、甲及び乙が誠意をもって協議の上、両社の合意により、本株式移転の条件その他本計画の内容を変更し、又は本株

式移転を中止することができる。

 

第15条　協議事項

　本計画に定めのない事項及び本計画の各条項の解釈について生じた疑義については、その都度、甲及び乙が誠意をもっ

て協議の上、これを決定する。

 

　本計画作成の証として本書２通を作成し、甲及び乙それぞれ記名押印の上、各自その１通を保有する。

 

平成27年11月６日

 

甲：兵庫県西宮市高畑町4-27

伊藤ハム株式会社

代表取締役社長　　堀尾　守

 

乙：静岡県沼津市岡宮寺林1259番地

米久株式会社

代表取締役社長　　宮下　功
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別紙１

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社　定款

 

第１章　総則

 

第１条（商号）

　当会社は、伊藤ハム米久ホールディングス株式会社と称し、英文では、ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC.と記載する。

 

第２条（目的）

　当会社は、次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式又は持分を所有することにより、当該会

社等の事業活動を支配管理すること、並びに次の事業を営むことを目的とする。

１．食肉加工品の製造及び販売

２．食肉の加工及び販売

３．畜産物の生産及び処理

４．冷凍食品の製造及び販売

５．水産加工品の製造及び販売

６．缶詰、壜詰食品の製造及び販売

７．栄養保存食品の製造及び販売

８．乳製品、調理食品、惣菜類の製造及び販売

９．キノコ類の栽培及び販売

10．米穀類、パン、菓子類の製造及び販売

11．清涼飲料、お茶、酒類の製造及び販売

12．ソース、調味料類の製造及び販売

13．食用油脂類の製造及び販売

14．健康食品の製造及び販売

15．堆肥の製造及び販売

16．塩、苦汁の製造及び販売

17．農産物、農産加工品の販売

18．前各号に付帯、関連する輸出入業

19．牧場の経営

20．食肉の加工及び食肉加工品の製造及び販売に関する技術及び経営の指導

21．飲食店の経営

22．倉庫業、一般貨物自動車運送業及び貨物自動車利用運送業

23．不動産の売買、賃貸、管理及び仲介業

24．人事・総務・庶務に関する事務の代行、並びにそれらに関するコンサルティング業務

25．コンピュータシステムの企画、開発、販売、保守、管理及び運用並びにそれらの受託

26．労働者派遣事業

27．通信販売事業

28．損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業及び生命保険の募集に関する業務

29．有価証券の取得及び運用

30．金銭の貸付及び債務保証

31．前各号に付帯する投資又はこれに関連する一切の業務

 

第３条（本店の所在地）

　当会社は、本店を東京都目黒区に置く。

 

第４条（機関）

　当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。

１．取締役会

２．監査役

３．監査役会

４．会計監査人
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第５条（公告方法）

　当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが

できない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

 

第２章　株式

 

第６条（発行可能株式総数）

　当会社の発行可能株式総数は、10億株とする。

 

第７条（自己株式の取得）

　当会社は、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会決議によって市場取引等により自己の株式を取得すること

ができる。

 

第８条（単元株式数）

　当会社の単元株式数は、100株とする。

 

第９条（単元未満株式についての権利）

　当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次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．会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

３．株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

４．次条に定める請求をする権利

 

第10条（単元未満株式の買増し）

　当会社の単元未満株式を有する株主は、その単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を自己に売り渡す旨

を当会社に請求することができる。

 

第11条（株式取扱規則及び株主名簿管理人）

(1）当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取

扱規則による。

(2）当会社は、株主名簿管理人を置く。

(3）株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。

(4）当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、

これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。

 

第３章　株主総会

 

第12条（株主総会の招集）

　当会社は、毎年６月に定時株主総会を招集し、必要に応じて臨時株主総会を招集する。

 

第13条（定時株主総会の基準日）

　当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年３月31日とする。

 

第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）

　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき

事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対し

て提供したものとみなすことができる。

 

第15条（株主総会の決議方法）

(1）株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主

の議決権の過半数をもって行う。

(2）会社法第309条第２項の規定による株主総会決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上

を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う。
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第16条（招集権者及び議長）

　株主総会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定

めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

 

第17条（議決権の代理行使）

(1）株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理人として議決権を行使することができる。

(2）株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。

 

第４章　取締役及び取締役会

 

第18条（取締役の員数）

　当会社の取締役は、15名以内とする。

 

第19条（取締役の選任及び任期）

(1）取締役は、株主総会の決議において選任する。

(2）前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決

権の過半数をもって行う。

(3）取締役の選任決議は、累積投票によらない。

(4）取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとす

る。

 

第20条（代表取締役及び役付取締役）

(1）当会社は、取締役会の決議によって代表取締役を選定する。

(2）取締役会は、その決議によって、取締役会長１名、取締役社長１名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各

若干名を選定することができる。

 

第21条（取締役会招集の通知）

　取締役会を招集するには、会日の３日前までに各取締役及び各監査役に対してその通知を発してこれを行う。但し、緊

急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

 

第22条（取締役会の決議の省略）

　当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。

 

第23条（取締役の責任免除）

(1）当会社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）の

損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

(2）当会社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に、任務

を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は

法令が定める額とする。

 

第24条（相談役及び顧問）

　当会社は、取締役会の決議によって相談役及び顧問を置くことができる。

 

第25条（取締役会規則）

　取締役会に関する事項については、法令又は本定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規則によ

る。
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第５章　監査役及び監査役会

 

第26条（監査役の員数）

　当会社の監査役は、５名以内とする。

 

第27条（監査役の選任及び任期）

(1）監査役は、株主総会の決議において選任する。

(2）前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決

権の過半数をもって行う。

(3）監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとす

る。

(4）会社法第329条第３項に基づき選任された補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、選任後４年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

(5）前項の補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。

 

第28条（監査役会招集の通知）

　監査役会を招集するには、会日の３日前までに各監査役に対してその通知を発してこれを行う。但し、緊急の必要があ

るときは、この期間を短縮することができる。

 

第29条（監査役の責任免除）

(1）当会社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含む。）の

損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

(2）当会社は、会社法第427条第１項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定す

る契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は法令が定める額とする。

 

第30条（監査役会規則）

　監査役会に関する事項については、法令又は本定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規則によ

る。

 

第６章　計算

 

第31条（事業年度）

　当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までの１年とする。

 

第32条（剰余金の配当等の決議機関）

　当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、

株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる。

 

第33条（剰余金の配当の基準日）

(1）当会社の期末配当の基準日は、毎年３月31日とする。

(2）当会社の中間配当の基準日は、毎年９月30日とする。

(3）配当財産は、その支払開始の日から満３年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れ

るものとする。また、未払配当財産には利息をつけないものとする。
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附則

 

第１条（取締役、監査役の当初の報酬等）

(1）当会社の設立の日から最初の定時株主総会の終結の時までの期間に係る当会社の取締役及び監査役の報酬等のう

ち、金銭で支給するものの総額はそれぞれ次のとおりとする。

取締役　　金４億円以内

監査役　　金7,000万円以内

(2）当会社の設立の日から最初の定時株主総会の終結の時までの期間に係る当会社の取締役の報酬等のうち、株式報酬

型ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額は本条第１項の規定にかかわらず、8,000万

円以内とし、その内容は次のとおりとする。なお、新株予約権の割当てを受けた取締役に対し払込金額と同額の金銭

による報酬を付与し、当該報酬請求権と当該新株予約権の払込金額とを相殺することにより、新株予約権を取得させ

るものとし、ストックオプションとしての報酬等の額（新株予約権の払込金額）は、新株予約権の割当日において算

定した新株予約権１個当たりの公正価額に、割り当てる新株予約権の総数を乗じて得た額とする。

①　新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　当会社普通株式100,000株を当会社の設立の日から最初の定時株主総会の終結の時までの期間に発行する新株予

約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とし、新株予約権１個当たりの目的となる当社

普通株式の数は100株とする。なお、当会社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式

の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の

目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとす

る。

　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　また、上記のほか、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当会社は必

要と認める株式数の調整を行う。

②　新株予約権の総数

　新株予約権1,000個を当会社の設立の日から最初の定時株主総会の終結の時までの期間に発行する新株予約権の

数の上限とする。

③　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができ

る株式１株当たりの払込金額１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

④　新株予約権を行使することができる期間

　新株予約権の割当日の翌日から30年以内とする。

⑤　譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、当会社取締役会の承認を要するものとする。

⑥　新株予約権の行使の条件

ア　新株予約権者は、当会社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することが

できる。

イ　新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。

かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記ウの契約に定めるところによる。

ウ　その他の条件については、取締役会決議に基づき、当会社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当

契約」に定めるところによる。

 

第２条（附則の削除）

　本附則は、最初の定時株主総会の終結の時をもって削除する。

以上
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別紙２

伊藤ハム株式会社第１回新株予約権の内容

 

１．募集新株予約権の名称

伊藤ハム株式会社第１回新株予約権

 

２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　新株予約権１個あたりの目的となる株式数は、当社普通株式1,000株とする。

　なお、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

　また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して「合併等」という）を行う場合、株式の無償割

当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案の

うえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる１株未満の端数は

切り捨てるものとする。

 

３．新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

新株予約権１個あたり565,000円

　なお、当該払込金額については、会社法第246条第２項の規定に基づき、金銭の払込に代えて、取締役及び執行役員

が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。

 

４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使目的となる株式１株当たりの支払金額である

１円に、２．に定める新株予約権１個当たりの付与株式数を乗じた金額とする。

 

５．新株予約権を行使することができる期間

平成20年８月１日から平成50年７月31日までとする。

 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り

上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記

①　に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

７．譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

 

８．新株予約権の取得事由及び条件

①　当社は、新株予約権者が10．の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権

利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

②　新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

９．端数の切り捨て

　新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

10．新株予約権の行使条件

①　新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員（取締役を兼務するものを含まない）のいずれかの地位を喪失した日

または執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

②　上記①に係らず、新株予約権者が平成49年７月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成49年

８月１日から平成50年７月31日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。

③　新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約

権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。

④　その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」

に定めるところによる。
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11．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転をする場合の新

株予約権の交付及びその条件

　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総

称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予

約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合におい

て、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収

合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る

ものとする。

イ　交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一

の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整に

より生じる１株未満の端数は切り捨てる。

ニ　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使

価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ　新株予約権を行使することができる期間

５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅

い日から、５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

ト　新株予約権の行使の条件

10．に準じて決定する。

チ　再編対象会社による新株予約権の取得事由

８．に準じて決定する。

 

12．新株予約権の割当日

平成20年７月31日
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別紙３

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社第１回新株予約権の内容

 

１．募集新株予約権の名称

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社第１回新株予約権

 

２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　新株予約権１個あたりの目的となる株式数は、当社普通株式1,000株とする。

　なお、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

　また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して「合併等」という）を行う場合、株式の無償割

当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案の

うえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる１株未満の端数は

切り捨てるものとする。

 

３．新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

　新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。

 

４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使目的となる株式１株当たりの支払金額である

１円に、２．に定める新株予約権１個当たりの付与株式数を乗じた金額とする。

 

５．新株予約権を行使することができる期間

平成28年４月１日から平成50年７月31日までとする。

 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り

上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①

に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

７．譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

 

８．新株予約権の取得事由及び条件

①　当社は、新株予約権者が10．の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権

利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

②　新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

９．端数の切り捨て

　新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

10．新株予約権の行使条件

①　新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員（取締役を兼務するものを含まない）のいずれかの地位を喪失した日

または執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

②　上記①に係らず、新株予約権者が平成49年７月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成49年

８月１日から平成50年７月31日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。

③　新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約

権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。

④　その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」

に定めるところによる。
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11．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転をする場合の新

株予約権の交付及びその条件

　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総

称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予

約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合におい

て、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収

合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る

ものとする。

イ　交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一

の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整に

より生じる１株未満の端数は切り捨てる。

ニ　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使

価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ　新株予約権を行使することができる期間

５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅

い日から、５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

ト　新株予約権の行使の条件

10．に準じて決定する。

チ　再編対象会社による新株予約権の取得事由

８．に準じて決定する。

 

12．新株予約権の割当日

平成28年４月１日
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別紙４

伊藤ハム株式会社第２回新株予約権の内容

 

１．募集新株予約権の名称

伊藤ハム株式会社第２回新株予約権

 

２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　新株予約権１個あたりの目的となる株式数は、当社普通株式1,000株とする。

　なお、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

　また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して「合併等」という）を行う場合、株式の無償割

当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案の

うえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる１株未満の端数は

切り捨てるものとする。

 

３．新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

新株予約権１個あたり298,000円

　なお、当該払込金額については、会社法第246条第２項の規定に基づき、金銭の払込に代えて、取締役及び執行役員

が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。

 

４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使目的となる株式１株当たりの支払金額である

１円に、２．に定める新株予約権１個当たりの付与株式数を乗じた金額とする。

 

５．新株予約権を行使することができる期間

平成21年８月４日から平成51年８月３日までとする。

 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り

上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記

①　に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

７．譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

 

８．新株予約権の取得事由及び条件

①　当社は、新株予約権者が10．の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権

利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

②　新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

９．端数の切り捨て

　新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

10．新株予約権の行使条件

①　新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員（取締役を兼務するものを含まない）のいずれかの地位を喪失した日

または執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

②　上記①に係らず、新株予約権者が平成50年８月３日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成50年

８月４日から平成51年８月３日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。

③　新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約

権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。

④　その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」

に定めるところによる。
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11．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転をする場合の新

株予約権の交付及びその条件

　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総

称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予

約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合におい

て、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収

合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る

ものとする。

イ　交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一

の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整に

より生じる１株未満の端数は切り捨てる。

ニ　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使

価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ　新株予約権を行使することができる期間

５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅

い日から、５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

ト　新株予約権の行使の条件

10．に準じて決定する。

チ　再編対象会社による新株予約権の取得事由

８．に準じて決定する。

 

12．新株予約権の割当日

平成21年８月３日
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別紙５

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社第２回新株予約権の内容

 

１．募集新株予約権の名称

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社第２回新株予約権

 

２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　新株予約権１個あたりの目的となる株式数は、当社普通株式1,000株とする。

　なお、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

　また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して「合併等」という）を行う場合、株式の無償割

当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案の

うえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる１株未満の端数は

切り捨てるものとする。

 

３．新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

　新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。

 

４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使目的となる株式１株当たりの支払金額である

１円に、２．に定める新株予約権１個当たりの付与株式数を乗じた金額とする。

 

５．新株予約権を行使することができる期間

平成28年４月１日から平成51年８月３日までとする。

 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り

上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①

に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

７．譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

 

８．新株予約権の取得事由及び条件

①　当社は、新株予約権者が10．の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権

利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

②　新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

９．端数の切り捨て

　新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

10．新株予約権の行使条件

①　新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員（取締役を兼務するものを含まない）のいずれかの地位を喪失した日

または執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

②　上記①に係らず、新株予約権者が平成50年８月３日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成50年

８月４日から平成51年８月３日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。

③　新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約

権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。

④　その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」

に定めるところによる。
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11．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転をする場合の新

株予約権の交付及びその条件

　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総

称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予

約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合におい

て、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収

合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る

ものとする。

イ　交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一

の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整に

より生じる１株未満の端数は切り捨てる。

ニ　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使

価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ　新株予約権を行使することができる期間

５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅

い日から、５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

ト　新株予約権の行使の条件

10．に準じて決定する。

チ　再編対象会社による新株予約権の取得事由

８．に準じて決定する。

 

14．新株予約権の割当日

平成28年４月１日
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別紙６

伊藤ハム株式会社第３回新株予約権の内容

 

１．募集新株予約権の名称

伊藤ハム株式会社第３回新株予約権

 

２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　新株予約権１個あたりの目的となる株式数は、当社普通株式1,000株とする。

　なお、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

　また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して「合併等」という）を行う場合、株式の無償割

当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案の

うえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる１株未満の端数は

切り捨てるものとする。

 

３．新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

新株予約権１個あたり303,000円

　なお、当該払込金額については、会社法第246条第２項の規定に基づき、金銭の払込に代えて、取締役及び執行役員

が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。

 

４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使目的となる株式１株当たりの支払金額である

１円に、２．に定める新株予約権１個当たりの付与株式数を乗じた金額とする。

 

５．新株予約権を行使することができる期間

平成22年８月３日から平成52年８月２日までとする。

 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り

上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①

に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

７．譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

 

８．新株予約権の取得事由及び条件

①　当社は、新株予約権者が10．の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権

利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

②　新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

９．端数の切り捨て

　新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

10．新株予約権の行使条件

①　新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員（取締役を兼務するものを含まない）のいずれかの地位を喪失した日

または執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

②　上記①に係らず、新株予約権者が平成51年８月２日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成51年

８月３日から平成52年８月２日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。

③　新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約

権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。

④　その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」

に定めるところによる。
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11．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転をする場合の新

株予約権の交付及びその条件

　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総

称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予

約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合におい

て、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収

合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る

ものとする。

イ　交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一

の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整に

より生じる１株未満の端数は切り捨てる。

ニ　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使

価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ　新株予約権を行使することができる期間

５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅

い日から、５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

ト　新株予約権の行使の条件

10．に準じて決定する。

チ　再編対象会社による新株予約権の取得事由

８．に準じて決定する。

 

12．新株予約権の割当日

平成22年８月２日
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別紙７

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社第３回新株予約権の内容

 

１．募集新株予約権の名称

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社第３回新株予約権

 

２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　新株予約権１個あたりの目的となる株式数は、当社普通株式1,000株とする。

　なお、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

　また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して「合併等」という）を行う場合、株式の無償割

当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案の

うえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる１株未満の端数は

切り捨てるものとする。

 

３．新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

　新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。

 

４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使目的となる株式１株当たりの支払金額である

１円に、２．に定める新株予約権１個当たりの付与株式数を乗じた金額とする。

 

５．新株予約権を行使することができる期間

平成28年４月１日から平成52年８月２日までとする。

 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り

上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①

に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

７．譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

 

８．新株予約権の取得事由及び条件

①　当社は、新株予約権者が10．の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権

利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

②　新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

９．端数の切り捨て

　新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

10．新株予約権の行使条件

①　新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員（取締役を兼務するものを含まない）のいずれかの地位を喪失した日

または執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

②　上記①に係らず、新株予約権者が平成51年８月２日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成51年

８月３日から平成52年８月２日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。

③　新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約

権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。

④　その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」

に定めるところによる。
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11．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転をする場合の新

株予約権の交付及びその条件

　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総

称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予

約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合におい

て、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収

合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る

ものとする。

イ　交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一

の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整に

より生じる１株未満の端数は切り捨てる。

ニ　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使

価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ　新株予約権を行使することができる期間

５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅

い日から、５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

ト　新株予約権の行使の条件

10．に準じて決定する。

チ　再編対象会社による新株予約権の取得事由

８．に準じて決定する。

 

12．新株予約権の割当日

平成28年４月１日
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別紙８

伊藤ハム株式会社第４回新株予約権の内容

 

１．募集新株予約権の名称

伊藤ハム株式会社第４回新株予約権

 

２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　新株予約権１個あたりの目的となる株式数は、当社普通株式1,000株とする。

　なお、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

　また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して「合併等」という）を行う場合、株式の無償割

当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案の

うえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる１株未満の端数は

切り捨てるものとする。

 

３．新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

新株予約権１個あたり296,000円

　なお、当該払込金額については、会社法第246条第２項の規定に基づき、金銭の払込に代えて、取締役及び執行役員

が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。

 

４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使目的となる株式１株当たりの支払金額である

１円に、２．に定める新株予約権１個当たりの付与株式数を乗じた金額とする。

 

５．新株予約権を行使することができる期間

平成23年８月２日から平成53年８月１日までとする。

 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り

上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①

に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

７．譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

 

８．新株予約権の取得事由及び条件

①　当社は、新株予約権者が10．の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権

利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

②　新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

９．端数の切り捨て

　新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

10．新株予約権の行使条件

①　新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員（取締役を兼務するものを含まない）のいずれかの地位を喪失した日

または執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

②　上記①に係らず、新株予約権者が平成52年８月１日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成52年

８月２日から平成53年８月１日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。

③　新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約

権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。

④　その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」

に定めるところによる。
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11．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転をする場合の新

株予約権の交付及びその条件

　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総

称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予

約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合におい

て、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収

合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る

ものとする。

イ　交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一

の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整に

より生じる１株未満の端数は切り捨てる。

ニ　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使

価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ　新株予約権を行使することができる期間

５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅

い日から、５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

ト　新株予約権の行使の条件

10．に準じて決定する。

チ　再編対象会社による新株予約権の取得事由

８．に準じて決定する。

 

12．新株予約権の割当日

平成23年８月１日
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別紙９

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社第４回新株予約権の内容

 

１．募集新株予約権の名称

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社第４回新株予約権

 

２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　新株予約権１個あたりの目的となる株式数は、当社普通株式1,000株とする。

　なお、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

　また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して「合併等」という）を行う場合、株式の無償割

当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案の

うえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる１株未満の端数は

切り捨てるものとする。

 

３．新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

　新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。

 

４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使目的となる株式１株当たりの支払金額である

１円に、２．に定める新株予約権１個当たりの付与株式数を乗じた金額とする。

 

５．新株予約権を行使することができる期間

平成28年４月１日から平成53年８月１日までとする。

 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り

上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①

に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

７．譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

 

８．新株予約権の取得事由及び条件

①　当社は、新株予約権者が10．の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権

利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

②　新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

９．端数の切り捨て

　新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

10．新株予約権の行使条件

①　新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員（取締役を兼務するものを含まない）のいずれかの地位を喪失した日

または執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

②　上記①に係らず、新株予約権者が平成52年８月１日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成52年

８月２日から平成53年８月１日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。

③　新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約

権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。

④　その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」

に定めるところによる。
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11．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転をする場合の新

株予約権の交付及びその条件

　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総

称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予

約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合におい

て、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収

合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る

ものとする。

イ　交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一

の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整に

より生じる１株未満の端数は切り捨てる。

ニ　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使

価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ　新株予約権を行使することができる期間

５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅

い日から、５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

ト　新株予約権の行使の条件

10．に準じて決定する。

チ　再編対象会社による新株予約権の取得事由

８．に準じて決定する。

 

12．新株予約権の割当日

平成28年４月１日
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別紙10

伊藤ハム株式会社第５回新株予約権の内容

 

１．募集新株予約権の名称

伊藤ハム株式会社第５回新株予約権

 

２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　新株予約権１個あたりの目的となる株式数は、当社普通株式1,000株とする。

　なお、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

　また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して「合併等」という）を行う場合、株式の無償割

当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案の

うえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる１株未満の端数は

切り捨てるものとする。

 

３．新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

新株予約権１個あたり306,000円

　なお、当該払込金額については、会社法第246条第２項の規定に基づき、金銭の払込に代えて、取締役及び執行役員

が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。

 

４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使目的となる株式１株当たりの支払金額である

１円に、２．に定める新株予約権１個当たりの付与株式数を乗じた金額とする。

 

５．新株予約権を行使することができる期間

平成24年８月７日から平成54年８月６日までとする。

 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り

上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記

①　に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

７．譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

 

８．新株予約権の取得事由及び条件

①　当社は、新株予約権者が10．の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権

利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

②　新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

９．端数の切り捨て

　新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

10．新株予約権の行使条件

①　新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員（取締役を兼務するものを含まない）のいずれかの地位を喪失した日

または執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

②　上記①に係らず、新株予約権者が平成53年８月６日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成53年

８月７日から平成54年８月６日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。

③　新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約

権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。

④　その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」

に定めるところによる。
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11．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転をする場合の新

株予約権の交付及びその条件

　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総

称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予

約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合におい

て、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収

合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る

ものとする。

イ　交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一

の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整に

より生じる１株未満の端数は切り捨てる。

ニ　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使

価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ　新株予約権を行使することができる期間

５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅

い日から、５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

ト　新株予約権の行使の条件

10．に準じて決定する。

チ　再編対象会社による新株予約権の取得事由

８．に準じて決定する。

 

12．新株予約権の割当日

平成24年８月６日

 

EDINET提出書類

米久株式会社(E00340)

訂正臨時報告書

30/44



別紙11

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社第５回新株予約権の内容

 

１．募集新株予約権の名称

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社第５回新株予約権

 

２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　新株予約権１個あたりの目的となる株式数は、当社普通株式1,000株とする。

　なお、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

　また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して「合併等」という）を行う場合、株式の無償割

当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案の

うえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる１株未満の端数は

切り捨てるものとする。

 

３．新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

　新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。

 

４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使目的となる株式１株当たりの支払金額である

１円に、２．に定める新株予約権１個当たりの付与株式数を乗じた金額とする。

 

５．新株予約権を行使することができる期間

平成28年４月１日から平成54年８月６日までとする。

 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り

上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①

に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

７．譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

 

８．新株予約権の取得事由及び条件

①　当社は、新株予約権者が10．の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権

利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

②　新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

９．端数の切り捨て

　新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

10．新株予約権の行使条件

①　新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員（取締役を兼務するものを含まない）のいずれかの地位を喪失した日

または執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

②　上記①に係らず、新株予約権者が平成53年８月６日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成53年

８月７日から平成54年８月６日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。

③　新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約

権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。

④　その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」

に定めるところによる。
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11．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転をする場合の新

株予約権の交付及びその条件

　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総

称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予

約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合におい

て、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収

合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る

ものとする。

イ　交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一

の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整に

より生じる１株未満の端数は切り捨てる。

ニ　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使

価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ　新株予約権を行使することができる期間

５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅

い日から、５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

ト　新株予約権の行使の条件

10．に準じて決定する。

チ　再編対象会社による新株予約権の取得事由

８．に準じて決定する。

 

12．新株予約権の割当日

平成28年４月１日
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別紙12

伊藤ハム株式会社第６回新株予約権の内容

 

１．募集新株予約権の名称

伊藤ハム株式会社第６回新株予約権

 

２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　新株予約権１個あたりの目的となる株式数は、当社普通株式1,000株とする。

　なお、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

　また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して「合併等」という）を行う場合、株式の無償割

当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案の

うえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる１株未満の端数は

切り捨てるものとする。

 

３．新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

新株予約権１個あたり395,000円

　なお、当該払込金額については、会社法第246条第２項の規定に基づき、金銭の払込に代えて、取締役及び執行役員

が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。

 

４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使目的となる株式１株当たりの支払金額である

１円に、２．に定める新株予約権１個当たりの付与株式数を乗じた金額とする。

 

５．新株予約権を行使することができる期間

平成25年８月８日から平成55年８月７日までとする。

 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り

上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①

に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

７．譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

 

８．新株予約権の取得事由及び条件

①　当社は、新株予約権者が10．の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権

利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

②　新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

９．端数の切り捨て

　新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

10．新株予約権の行使条件

①　新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員（取締役を兼務するものを含まない）のいずれかの地位を喪失した日

または執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

②　上記①に係らず、新株予約権者が平成54年８月７日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成54年

８月８日から平成55年８月７日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。

③　新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約

権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。

④　その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」

に定めるところによる。
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11．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転をする場合の新

株予約権の交付及びその条件

　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総

称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予

約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合におい

て、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収

合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る

ものとする。

イ　交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一

の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整に

より生じる１株未満の端数は切り捨てる。

ニ　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使

価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ　新株予約権を行使することができる期間

５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅

い日から、５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

ト　新株予約権の行使の条件

10．に準じて決定する。

チ　再編対象会社による新株予約権の取得事由

８．に準じて決定する。

 

12．新株予約権の割当日

平成25年８月７日
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別紙13

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社第６回新株予約権の内容

 

１．募集新株予約権の名称

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社第６回新株予約権

 

２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　新株予約権１個あたりの目的となる株式数は、当社普通株式1,000株とする。

　なお、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

　また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して「合併等」という）を行う場合、株式の無償割

当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案の

うえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる１株未満の端数は

切り捨てるものとする。

 

３．新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

　新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。

 

４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使目的となる株式１株当たりの支払金額である

１円に、２．に定める新株予約権１個当たりの付与株式数を乗じた金額とする。

 

５．新株予約権を行使することができる期間

　平成28年４月１日から平成55年８月７日までとする。

 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り

上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①

に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

７．譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

 

８．新株予約権の取得事由及び条件

①　当社は、新株予約権者が10．の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権

利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

②　新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

９．端数の切り捨て

　新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

10．新株予約権の行使条件

①　新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員（取締役を兼務するものを含まない）のいずれかの地位を喪失した日

または執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

②　上記①に係らず、新株予約権者が平成54年８月７日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成54年

８月８日から平成55年８月７日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。

③　新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約

権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。

④　その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」

に定めるところによる。
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11．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転をする場合の新

株予約権の交付及びその条件

　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総

称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予

約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合におい

て、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収

合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る

ものとする。

イ　交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一

の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整に

より生じる１株未満の端数は切り捨てる。

ニ　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使

価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ　新株予約権を行使することができる期間

５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅

い日から、５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

ト　新株予約権の行使の条件

10．に準じて決定する。

チ　再編対象会社による新株予約権の取得事由

８．に準じて決定する。

 

12．新株予約権の割当日

平成28年４月１日
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別紙14

伊藤ハム株式会社第７回新株予約権の内容

 

１．募集新株予約権の名称

伊藤ハム株式会社第７回新株予約権

 

２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　新株予約権１個あたりの目的となる株式数は、当社普通株式1,000株とする。

　なお、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

　また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して「合併等」という）を行う場合、株式の無償割

当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案の

うえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる１株未満の端数は

切り捨てるものとする。

 

３．新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

新株予約権１個あたり414,000円

　なお、当該払込金額については、会社法第246条第２項の規定に基づき、金銭の払込に代えて、取締役及び執行役員

が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。

 

４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使目的となる株式１株当たりの支払金額である

１円に、２．に定める新株予約権１個当たりの付与株式数を乗じた金額とする。

 

５．新株予約権を行使することができる期間

　平成26年８月５日から平成56年８月４日までとする。

 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り

上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①

に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

７．譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

 

８．新株予約権の取得事由及び条件

①　当社は、新株予約権者が10．の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権

利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

②　新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

９．端数の切り捨て

　新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

10．新株予約権の行使条件

①　新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員（取締役を兼務するものを含まない）のいずれかの地位を喪失した日

または執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

②　上記①に係らず、新株予約権者が平成55年８月４日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成55年

８月５日から平成56年８月４日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。

③　新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約

権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。

④　その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」

に定めるところによる。
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11．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転をする場合の新

株予約権の交付及びその条件

　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総

称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予

約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合におい

て、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収

合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る

ものとする。

イ　交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一

の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整に

より生じる１株未満の端数は切り捨てる。

ニ　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使

価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ　新株予約権を行使することができる期間

５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅

い日から、５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

ト　新株予約権の行使の条件

10．に準じて決定する。

チ　再編対象会社による新株予約権の取得事由

８．に準じて決定する。

 

12．新株予約権の割当日

平成26年８月４日
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別紙15

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社第７回新株予約権の内容

 

１．募集新株予約権の名称

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社第７回新株予約権

 

２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　新株予約権１個あたりの目的となる株式数は、当社普通株式1,000株とする。

　なお、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

　また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して「合併等」という）を行う場合、株式の無償割

当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案の

うえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる１株未満の端数は

切り捨てるものとする。

 

３．新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

　新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。

 

４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使目的となる株式１株当たりの支払金額である

１円に、２．に定める新株予約権１個当たりの付与株式数を乗じた金額とする。

 

５．新株予約権を行使することができる期間

　平成28年４月１日から平成56年８月４日までとする。

 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り

上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①

に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

７．譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

 

８．新株予約権の取得事由及び条件

①　当社は、新株予約権者が10．の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権

利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

②　新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

９．端数の切り捨て

　新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

10．新株予約権の行使条件

①　新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員（取締役を兼務するものを含まない）のいずれかの地位を喪失した日

または執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

②　上記①に係らず、新株予約権者が平成55年８月４日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成55年

８月５日から平成56年８月４日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。

③　新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約

権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。

④　その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」

に定めるところによる。
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11．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転をする場合の新

株予約権の交付及びその条件

　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総

称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予

約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合におい

て、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収

合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る

ものとする。

イ　交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一

の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整に

より生じる１株未満の端数は切り捨てる。

ニ　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使

価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ　新株予約権を行使することができる期間

５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅

い日から、５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

ト　新株予約権の行使の条件

10．に準じて決定する。

チ　再編対象会社による新株予約権の取得事由

８．に準じて決定する。

 

12．新株予約権の割当日

平成28年４月１日
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別紙16

伊藤ハム株式会社第８回新株予約権の内容

 

１．募集新株予約権の名称

伊藤ハム株式会社第８回新株予約権

 

２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　新株予約権１個あたりの目的となる株式数は、当社普通株式1,000株とする。

　なお、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

　また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して「合併等」という）を行う場合、株式の無償割

当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案の

うえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる１株未満の端数は

切り捨てるものとする。

 

３．新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

新株予約権１個あたり653,000円

　なお、当該払込金額については、会社法第246条第２項の規定に基づき、金銭の払込に代えて、取締役及び執行役員

が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。

 

４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使目的となる株式１株当たりの支払金額である

１円に、２．に定める新株予約権１個当たりの付与株式数を乗じた金額とする。

 

５．新株予約権を行使することができる期間

　平成27年８月４日から平成57年８月３日までとする。

 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り

上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①

に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

７．譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

 

８．新株予約権の取得事由及び条件

①　当社は、新株予約権者が10．の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権

利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

②　新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

９．端数の切り捨て

　新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

10．新株予約権の行使条件

①　新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員（取締役を兼務するものを含まない）のいずれかの地位を喪失した日

または執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

②　上記①に係らず、新株予約権者が平成56年８月３日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成56年

８月４日から平成57年８月３日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。

③　新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約

権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。

④　その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」

に定めるところによる。
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11．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転をする場合の新

株予約権の交付及びその条件

　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総

称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予

約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合におい

て、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収

合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る

ものとする。

イ　交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一

の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整に

より生じる１株未満の端数は切り捨てる。

ニ　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使

価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ　新株予約権を行使することができる期間

５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅

い日から、５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

ト　新株予約権の行使の条件

10．に準じて決定する。

チ　再編対象会社による新株予約権の取得事由

８．に準じて決定する。

 

12．新株予約権の割当日

平成27年８月３日
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別紙17

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社第８回新株予約権の内容

 

１．募集新株予約権の名称

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社第８回新株予約権

 

２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　新株予約権１個あたりの目的となる株式数は、当社普通株式1,000株とする。

　なお、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

　また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して「合併等」という）を行う場合、株式の無償割

当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案の

うえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる１株未満の端数は

切り捨てるものとする。

 

３．新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

　新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。

 

４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使目的となる株式１株当たりの支払金額である

１円に、２．に定める新株予約権１個当たりの付与株式数を乗じた金額とする。

 

５．新株予約権を行使することができる期間

平成28年４月１日から平成57年８月３日までとする。

 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り

上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①

に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

７．譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

 

８．新株予約権の取得事由及び条件

①　当社は、新株予約権者が10．の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権

利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

②　新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

９．端数の切り捨て

　新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

10．新株予約権の行使条件

①　新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員（取締役を兼務するものを含まない）のいずれかの地位を喪失した日

または執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

②　上記①に係らず、新株予約権者が平成56年８月３日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成56年

８月４日から平成57年８月３日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。

③　新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約

権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。

④　その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」

に定めるところによる。
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11．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転をする場合の新

株予約権の交付及びその条件

　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総

称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予

約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合におい

て、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収

合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る

ものとする。

イ　交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一

の数をそれぞれ交付するものとする。

ロ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ハ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整に

より生じる１株未満の端数は切り捨てる。

ニ　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使

価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ　新株予約権を行使することができる期間

５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅

い日から、５．に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

ト　新株予約権の行使の条件

10．に準じて決定する。

チ　再編対象会社による新株予約権の取得事由

８．に準じて決定する。

 

12．新株予約権の割当日

平成28年４月１日

 

EDINET提出書類

米久株式会社(E00340)

訂正臨時報告書

44/44


	表紙
	本文
	１臨時報告書の訂正報告書の提出理由
	２訂正事項

