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平成１９年５月１１日 

各  位 

会 社 名:  東京エレクトロン株式会社 

代表者名:  取締役社長 佐藤 潔 

（コード番号: ８０３５ 東証第１部） 

問合せ先:  総務部長 中村 靖 

（ＴＥＬ ０３－５５６１－７０００） 

 

株式報酬として新株予約権（株式報酬型ストックオプション）を発行する件 

 

当社は、本日開催の取締役会において、会社法第２３６条、第２３８条および第２３９条の規定に

基づき、株式報酬としてストックオプションの実施を目的として発行する、新株予約権の募集事項の

決定を当社取締役会に委任する議案を、平成１９年６月２２日開催予定の当社第４４期定時株主総会

に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 

 
１．特に有利な条件により新株予約権を発行する理由 

当社および当社子会社は、従来から業績に連動する報酬体系およびストックオプションなどのイン

センティブ報酬制度を積極的に導入してまいりましたが、当社の株価や連結当期純利益や株主価値と

の連動性をさらに高めるとともに経営の透明性向上・企業競争力高揚につなげることを目的として、

平成１８年３月期から役員報酬体系を変更いたしました。 

変更後の役員報酬制度ですが、固定報酬的色彩の強い退職（慰労）金制度を廃止し、業績連動報酬

部分については連結当期純利益との相関性を明確にもたせることによって、連結業績や株価に対する  

連動性引き上げを図っております。 

適用対象者は、当社および当社子会社（公開会社を除く）の取締役、執行役員とし、業績連動報酬

部分の総額は、連結当期純利益に対する３％を上限としております。 

また業績連動報酬は、年次現金賞与を主といたしますが、業績向上による株価向上インセンティブ

を持たせるとともに、株価変動によるリスクを株主各位と共有するため、この一部を現金以外の報酬

（株式報酬）とし、現金賞与と株式報酬の割合を概ね２対１としております。 

第４４期定時株主総会に付議いたします「株式報酬としての新株予約権」につきましては、株式の

直接交付並びに米国等で実施されている譲渡制限付株式の導入・実施が現行法制等の下において困難

であるため、これと同様の効果の得られる「権利行使価額を１株につき１円に設定した新株予約権」

を平成１９年３月期の業績に基づき、発行しようとするものであります。 
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２．本定時株主総会の決議に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の内容および

数の上限等 

 

当社取締役に対する株式報酬型ストックオプション 

〔新株予約権発行の要領〕 

（１） 新株予約権割当の対象者 

当社取締役（社外取締役を除く） 

（２） 新株予約権の目的たる株式の種類および数 

 当社普通株式４０，０００株を上限とする。 

 なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を

調整するものとする。ただし、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 

 その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決

議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。 

（３） 新株予約権の総数 

４００個を上限とする。 

（新株予約権１個当たりの目的となる株式数は１００株。ただし、（２）に定める株式の数

の調整を行った場合は、同様の調整を行う。） 

（４） 新株予約権の払込金額 

無償とする。 

（５） 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株当たりの払込金額を１円と

し、これに上記（３）に定める新株予約権１個当たりの目的となる株式数を乗じた金額と

する。 

（６） 新株予約権の権利行使期間 

新株予約権を行使することができる期間は、新株予約権の割当日から３年を経過する日

から、新株予約権の割当日から２０年を経過する日までの範囲内で、当社取締役会におい

て決定する期間とする。 

（７） 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および資本準備金に関

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４０条第１項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たときは、その端数を切り上げるものとする。 
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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、上記（７）

①記載の資本金等増加限度額から上記（７）①に定める増加する資本金の額を減じた額とす

る。 

（８） 新株予約権の行使条件 

① 新株予約権の分割行使はできないものとする。 

（新株予約権１個を最低行使単位とする。） 

② その他の権利行使の条件は、新株予約権の募集事項を定める取締役会決議および同決議に基

づき締結される新株予約権割当契約に定めるところによる。 

（９） 新株予約権の取得 

以下の①、②または③の議案につき当社株主総会で承認された場合（当社株主総会の承

認が不要な場合には当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日

に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。 

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案 

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

（１０）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、当社取締役会の決議による承認を要するもの

とする。 

（１１）組織再編における新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関す

る決定方針 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（そ

れぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社

が完全子会社となる場合に限る。）（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日（吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合

併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につ

き新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につ

き株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する新株予約権（以下、

「残存新株予約権」という。）を保有する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。）
の新株予約権をそれぞれ交付することができる。再編対象会社の新株予約権を交付する場合

においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものと

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、株式交換契約又は株式移転計画において

定めることを条件とする。 

① 交付する新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存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。 
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② 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。 

③ 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上、上記（２）に準じて決定し、１株未満の端数が生じたと

きはこれを切り捨てる。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込

金額に上記（１１）③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株

式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各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再編対象会社の株式 1株当たり 1円とする。 
⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

上記（６）に定める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、上記（６）に定める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。 

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および資本準備金に関

する事項 

  上記（７）に準じて決定する。 

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、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権についての行使条件および取得 

上記（８）および（９）に準じて決定する。 

（１２）募集事項の決定の委任等 

上記に定めるものの他、新株予約権の募集事項およびこれに関する細目事項を含めたそ

の他の事項については、本定時株主総会後に開催される取締役会決議により定める。 

 

（注）会社法第３６１条の規定に基づき、当社取締役に対する金銭でない報酬を年額２億８千万

円の範囲内、新株予約権の総数４００個（４０，０００株）を上限として設定する旨につ

いても併せて付議する予定です。 

 

 

当社執行役員及び当社子会社の役員等（取締役、執行役員、幹部社員）に対する 

株式報酬型ストックオプション 

〔新株予約権発行の要領〕 

（１） 新株予約権割当の対象者 

① 当社グループの役員報酬制度の下、業績連動報酬のうち、当社及び当社子会社の取締役及

び執行役員等に対し支給する株式報酬 
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・ 第４４期末日時点の当社執行役員（割当日時点で当社取締役と兼務する者を除く）及び本総

会終結をもって退任となる当社取締役のうち、必要と認められる者 

・ 第４４期末日時点の当社国内子会社の取締役及び執行役員、並びに当社海外子会社の会長・

社長・副社長のうち、必要と認められる者 

② 優秀な人材確保の競争力維持を目的として実施する株式報酬型ストックオプション 

・ 第４４期末日時点における当社海外関係会社の役員（オフィサーを含む）及び上級幹部従業

員のうち、必要と認められる者 

（２） 新株予約権の目的たる株式の種類および数 

 当社普通株式９０，０００株を上限とする。 

 なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を

調整するものとする。ただし、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 

 その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決

議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。 

（３） 新株予約権の総数 

９００個を上限とする。 

（新株予約権１個当たりの目的となる株式数は１００株。ただし、（２）に定める株式の数

の調整を行った場合は、同様の調整を行う。） 

（４） 新株予約権の払込金額 

無償とする。 

（５） 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株当たりの払込金額を１円と

し、これに上記（３）に定める新株予約権１個当たりの目的となる株式数を乗じた金額と

する。 

（６） 新株予約権の権利行使期間 

新株予約権を行使することができる期間は、新株予約権の割当日から３年を経過する日

から、新株予約権の割当日から２０年を経過する日までの範囲内で、当社取締役会におい

て決定する期間とする。 

（７） 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および資本準備金に

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４０条第１項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たときは、その端数を切り上げるものとする。 
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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、上記（７）

①記載の資本金等増加限度額から上記（７）①に定める増加する資本金の額を減じた額とす

る。 

（８） 新株予約権の行使条件 

① 新株予約権の分割行使はできないものとする。 

（新株予約権１個を最低行使単位とする。） 

② その他の権利行使の条件は、新株予約権の募集事項を定める取締役会決議および同決議に基

づき締結される新株予約権割当契約に定めるところによる。 

（９） 新株予約権の取得 

以下の①、②または③の議案につき当社株主総会で承認された場合（当社株主総会の承

認が不要な場合には当社取締役会決議）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償

で新株予約権を取得することができる。 

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案 

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

（１０）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、当社取締役会の決議による承認を要するもの

とする。 

（１１）組織再編における新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関す

る決定方針 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（そ

れぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社

が完全子会社となる場合に限る。）（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日（吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合

併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につ

き新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につ

き株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する新株予約権（以下、

「残存新株予約権」という。）を保有する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。）
の新株予約権をそれぞれ交付することができる。再編対象会社の新株予約権を交付する場合

においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものと

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、株式交換契約又は株式移転計画において

定めることを条件とする。 

① 交付する新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存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。 
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② 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。 

③ 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上、上記（２）に準じて決定し、１株未満の端数が生じたと

きはこれを切り捨てる。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込

金額に上記（１１）③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株

式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各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再編対象会社の株式 1株当たり 1円とする。 
⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

上記（６）に定める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、上記（６）に定める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。 

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および資本準備金に

関する事項 

  上記（７）に準じて決定する。 

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、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとす

る。 

⑧ 新株予約権についての行使条件および取得 

  上記（８）および（９）に準じて決定する。 

（１２）募集事項の決定の委任等 

上記に定めるものの他、新株予約権の募集事項およびこれに関する細目事項を含めたそ

の他の事項については、本定時株主総会後に開催される取締役会決議により定める。 

 

以 上 


