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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成29年4月10日に関東財務局長に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、提出時点で未確定であった当社の子

会社であるキリン株式会社の譲渡制限付株式報酬が同社の平成29年４月10日開催の取締役会決議に基づき確定しまし

たので、これらに関する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 
２ 【訂正事項】

第一部  証券情報

第１　募集要項

１　新規発行株式

２　株式募集の方法及び条件

（１）募集の方法

（２）募集の条件

４　新規発行による手取金の使途

（２）手取金の使途

 
３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。
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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行株式】

（訂正前）

 

種類 発行数 内容

普通株式 113,043株
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式であります。なお、単元株
式数は100株であります。

 

（注）１．募集の目的及び理由

本募集は、株主との価値共有をより一層促進し、中長期的な企業価値向上に資する報酬体系を構築す

る　　ことを目的として、当社の平成29年２月13日開催の取締役会及び平成29年３月30日開催の第178回

定時株主総会において導入することが決議された「譲渡制限付株式報酬制度」並びに当社の子会社である

キリン株式会社（以下「KC」といいます。）の平成29年２月13日開催の取締役会及び平成29年３月30日開

催の第5回定時株主総会において導入することが決議された「譲渡制限付株式報酬制度」（以下、併せて

「本制度」といいます。）を踏まえ、当社の平成29年４月10日開催の取締役会決議に基づき行われるもの

です。なお、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式は、本制度に基づき、(i)当社の第179期事業年

度（平成29年１月１日～平成29年12月31日）の譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権（以下「当社

譲渡制限付株式報酬」といいます。）として割当予定先である当社の取締役（社外取締役を除く。以下

「対象取締役」といいます。）に対して付与された金銭報酬債権、並びに(ii)KCの第５期事業年度（平成

29年１月１日～平成29年12月31日）の譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権（以下「KC譲渡制限付

株式報酬」といいます。）として割当先であるKCの取締役（社外取締役を除く。）及び同社執行役員（以

下、これらの者と対象取締役とを併せて「対象取締役等」といいます。）に対して付与される予定の金銭

報酬債権を出資財産として現物出資させることにより、自己株式の処分により交付されるものです。ま

た、当社は、割当予定先である対象取締役等との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株

式割当契約（以下「本譲渡制限契約」といいます。）を締結する予定であります。そのため、本有価証券

届出書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定

譲渡制限付株式に該当いたします。

＜後略＞
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（訂正後）

 

種類 発行数 内容

普通株式 113,043株
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式であります。なお、単元株
式数は100株であります。

 

（注）１．募集の目的及び理由

本募集は、株主との価値共有をより一層促進し、中長期的な企業価値向上に資する報酬体系を構築す

る　　ことを目的として、当社の平成29年２月13日開催の取締役会及び平成29年３月30日開催の第178回

定時株主総会において導入することが決議された「譲渡制限付株式報酬制度」並びに当社の子会社である

キリン株式会社（以下「KC」といいます。）の平成29年２月13日開催の取締役会及び平成29年３月30日開

催の第5回定時株主総会において導入することが決議された「譲渡制限付株式報酬制度」（以下、併せて

「本制度」といいます。）を踏まえ、当社の平成29年４月10日開催の取締役会決議に基づき行われるもの

です。なお、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式は、本制度に基づき、(i)当社の第179期事業年

度（平成29年１月１日～平成29年12月31日）の譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権（以下「当社

譲渡制限付株式報酬」といいます。）として割当予定先である当社の取締役（社外取締役を除く。以下

「対象取締役」といいます。）に対して付与された金銭報酬債権、並びに(ii)KCの第５期事業年度（平成

29年１月１日～平成29年12月31日）の譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権（以下「KC譲渡制限付

株式報酬」といいます。）として割当先であるKCの取締役（社外取締役を除く。）及び同社執行役員（以

下、これらの者と対象取締役とを併せて「対象取締役等」といいます。）に対して付与された金銭報酬債

権を出資財産として現物出資させることにより、自己株式の処分により交付されるものです。また、当社

は、割当予定先である対象取締役等との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契

約（以下「本譲渡制限契約」といいます。）を締結する予定であります。そのため、本有価証券届出書の

対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限

付株式に該当いたします。

＜後略＞
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２ 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

（訂正前）

 

区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)

株主割当 ― ― ―

その他の者に対する割当 113,043株 238,520,730 ―

一般募集 ― ― ―

計(総発行株式) 113,043株 238,520,730 ―
 

（注）１．「第１　募集要項　１新規発行株式　（注）１．募集の目的及び理由」に記載の、譲渡制限付株式報

酬制度に基づき対象取締役等に割り当てる方法によります。

２．発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券

届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされ

ません。

３．現物出資の目的とする財産は、対象取締役については、当社の第179期事業年度（平成29年１月１

日～平成29年12月31日）に係る当社譲渡制限付株式報酬として付与された金銭報酬債権、対象取締役を

除く対象取締役等については、KCの第５期事業年度（平成29年１月１日～平成29年12月31日）に係るKC

譲渡制限付株式報酬として付与される予定の金銭報酬債権であり、それぞれの内容は以下のとおりで

す。

 

 

（単位：円） 割当株数 払込金額(円)

当社の取締役：５名（※） 65,947株 139,148,170

子会社取締役：４名（※） 33,494株 70,672,340

子会社執行役員：２名 13,602株 28,700,220
 

※いずれも社外取締役を除く。
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（訂正後）

 

区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)

株主割当 ― ― ―

その他の者に対する割当 113,043株 238,520,730 ―

一般募集 ― ― ―

計(総発行株式) 113,043株 238,520,730 ―
 

（注）１．「第１　募集要項　１新規発行株式　（注）１．募集の目的及び理由」に記載の、譲渡制限付株式報

酬制度に基づき対象取締役等に割り当てる方法によります。

２．発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券

届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされ

ません。

３．現物出資の目的とする財産は、対象取締役については、当社の第179期事業年度（平成29年１月１

日～平成29年12月31日）に係る当社譲渡制限付株式報酬として付与された金銭報酬債権、対象取締役を

除く対象取締役等については、KCの第５期事業年度（平成29年１月１日～平成29年12月31日）に係るKC

譲渡制限付株式報酬として付与された金銭報酬債権であり、それぞれの内容は以下のとおりです。

 

 

（単位：円） 割当株数 払込金額(円)

当社の取締役：５名（※） 65,947株 139,148,170

子会社取締役：４名（※） 33,494株 70,672,340

子会社執行役員：２名 13,602株 28,700,220
 

※いずれも社外取締役を除く。
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(2) 【募集の条件】

（訂正前）

 

発行価格(円) 資本組入額(円) 申込株数単位 申込期間 申込証拠金(円) 払込期日

2,110 ― 1株
（自）平成29年４月18日
（至）平成29年５月８日

― 平成29年５月10日
 

（注）１．「第１　募集要項　１　新規発行株式　（注）１．募集の目的及び理由」に記載の、譲渡制限付株式報

酬制度に基づき対象取締役等に割り当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。

２．発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象と

した募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

３．また、本自己株式処分は、本制度に基づき、当社の第179期事業年度（平成29年１月１日～平成29年12

月31日）に係る当社譲渡制限付株式報酬として付与された金銭報酬債権及びKCの第５期事業年度（平成29

年１月１日～平成29年12月31日）に係るKC譲渡制限付株式報酬として付与される予定の金銭報酬債権を出

資財産とする現物出資により行なわれるため、金銭による払込みはありません。

 

（訂正後）

 

発行価格(円) 資本組入額(円) 申込株数単位 申込期間 申込証拠金(円) 払込期日

2,110 ― 1株
（自）平成29年４月18日
（至）平成29年５月８日

― 平成29年５月10日
 

（注）１．「第１　募集要項　１　新規発行株式　（注）１．募集の目的及び理由」に記載の、譲渡制限付株式報

酬制度に基づき対象取締役等に割り当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。

２．発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象と

した募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

３．また、本自己株式処分は、本制度に基づき、当社の第179期事業年度（平成29年１月１日～平成29年12

月31日）に係る当社譲渡制限付株式報酬として付与された金銭報酬債権及びKCの第５期事業年度（平成29

年１月１日～平成29年12月31日）に係るKC譲渡制限付株式報酬として付与された金銭報酬債権を出資財産

とする現物出資により行なわれるため、金銭による払込みはありません。

 

 

４ 【新規発行による手取金の使途】

(２)【手取金の使途】

（訂正前）

　本自己株式処分は、本制度に基づき、当社の第179期事業年度（平成29年１月１日～平成29年12月31日）に

係る当社譲渡制限付株式報酬として付与された金銭報酬債権及びKCの第５期事業年度（平成29年１月１日～

平成29年12月31日）に係るKC譲渡制限付株式報酬として付与される予定の金銭報酬債権を出資財産とする自

己株式の処分として行われるものであり、金銭による払込みはありません。

 

（訂正後）

　本自己株式処分は、本制度に基づき、当社の第179期事業年度（平成29年１月１日～平成29年12月31日）に

係る当社譲渡制限付株式報酬として付与された金銭報酬債権及びKCの第５期事業年度（平成29年１月１日～

平成29年12月31日）に係るKC譲渡制限付株式報酬として付与された金銭報酬債権を出資財産とする自己株式

の処分として行われるものであり、金銭による払込みはありません。
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