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優先株式の無償割当て及び平成20年４月期配当予想の修正に関するお知らせ 

 

 

平成19年７月26日（木）開催の当社第42回定時株主総会において、優先株式の発行を可能と

する旨の定款変更を行う第２号議案「定款一部変更の件」が承認可決されたことを受けて、本

日の当社取締役会において、別紙のとおり、第１種優先株式（以下「本優先株式」という。）

の無償割当てを決議し、あわせて平成20年４月期配当予想の修正に関し、下記のとおり決議い

たしましたのでお知らせいたします。 

なお、別紙１第３項に記載のとおり、平成19年８月31日（金）の最終の株主名簿及び実質株

主名簿に記載又は記録された株主をもって、本優先株式の無償割当てを受けることができる株

主といたします。 

 

記 

 

Ⅰ.優先株式の無償割当てについて 

 

１. 無償割当ての目的 

資金調達手段の選択肢を広げ、成長機会を的確に捉えて機動的な資金調達を行うことが

できるよう、予め優先株式の上場市場を作ると共に、既存株主の皆様に新たな投資対象を

提供することを目的としております。 

 

２. 無償割当ての概要 

（１）無償割当ての方法 

平成 19 年８月 31 日（金）の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株

主の皆様に対し、その所有普通株式（但し、当社の有する当社普通株式を除く。）１株に

つき 0.3 株の割合にて本優先株式を無償で割り当てます。 
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（２）無償割当てにより交付する株式の状況 

無償割当て前の当社発行済株式総数 91,212,380 株 

無償割当てを行わない自己株式の数 2,061,040 株 

無償割当てにより交付する優先株式の総数 26,745,402 株 

 

（注）交付する株式数は平成 19 年６月 30 日現在の発行済株式数及び自己株式数を基準

として算出した見込み交付数です。 

 

３. 無償割当ての効力発生日 

平成 19 年９月３日（月） 

 

４. 本優先株式の上場 

 平成 19 年９月３日（月）に株式会社東京証券取引所に上場される予定です。但し、株

券保管振替制度をご利用でない場合、本優先株式の株券がお手元に到着するまでの間は、

本優先株式の売却はできませんのでご注意ください。 

 

５. 本優先株式の株券交付日 

平成 19 年 10 月 19 日（金） 

 

６. 無償割当て及び本優先株式の内容 

無償割当て及び本優先株式の内容は、別紙１に記載のとおりです。 

 

７. 名義書換のご注意 

 当社普通株式について名義書換未済の株券をお持ちの方は、すみやかに下記株主名簿管

理人事務取扱所で名義書換の手続き又は証券会社等で株券保管振替制度ご利用の手続き

をお済ませください。なお、住所変更、改印等の届出未済の方は、至急手続きをお済ませ

ください。 

 

 株主名簿管理人 東京都港区芝三丁目 33 番１号 

  中央三井信託銀行株式会社 

 同事務取扱所 （郵便番号 168-0063） 

                  東京都杉並区和泉二丁目８番４号 

  中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 

  電話 0120-78-2031（フリーダイヤル）  

 同取次所 中央三井信託銀行株式会社 全国各支店  

  日本証券代行株式会社 本店及び全国各支店 
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８. その他 

 当社は、単元未満株式買増制度を導入しております。これにより、本優先株式の単元未満株

式を保有する株主の皆様は、所有する単元未満株式の売却を図る際、当社に単元未満株式の買

取を請求いただくほか、当社から単元に不足する分の株数を買い増し、１単元にすることが可

能となります。但し、株主名簿確定作業等により、平成19年10月31日（水）まで受付を停止さ

せていただきます。また、当社が本優先株式を保有していない等、買増しに応ずることができ

ない場合がございます。買増対応の可否については、株主名簿管理人事務取扱所までお問い合

わせください。 
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Ⅱ.平成20年４月期配当予想の修正について 

 

 今回の本優先株式の無償割当てにあたり、平成 19 年６月５日に発表いたしました平成

20 年４月期における１株当たり中間及び期末予想配当を次のとおり修正いたします。 

なお、今回の修正予想における年間配当金は、無償割当てを考慮いたしますと普通株１株

及び優先株0.3株当たりの合計配当金額が52.4円※となり、前回予想（普通株１株当たり 

50円）に比べて実質的に増配となります。 

※（普通株１株×38 円＋優先株 0.3 株×48 円＝52.4 円） 

 

    

１株当たり 

中間配当金 

１株当たり 

期末配当金 

１株当たり 

年間配当金 

前回予想 

（平成 19 年６月５日）普通株式 
25 円 00 銭 25 円 00 銭 50 円 00 銭 

普通株式 19 円 00 銭 19 円 00 銭 38 円 00 銭 
今回修正 

優先株式 24 円 00 銭 24 円 00 銭 48 円 00 銭 

（ご参考） 

平成 19 年４月期実績 普通株式 
22 円 00 銭 25 円 00 銭 47 円 00 銭 

 

以上 
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別紙１ 

 

優先株式の無償割当て及び優先株式の内容 

 

１. 優先株式の名称 

株式会社伊藤園第１種優先株式（以下「本優先株式」という。） 

 

２. 株式無償割当てを受ける株式の種類 

当会社普通株式 

 

３. 割当ての方法及び株主に割り当てる株式の数の算定方法 

株式無償割当ての方法により、平成 19 年８月 31 日を基準日として、同日の最終の株

主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主（当会社を除く。）の所有普通株

式１株につき 0.3 株の割合をもって本優先株式を割り当てる。無償割当てにより交付

しなければならない本優先株式の数に生じる１株未満の端数は、その端数の合計数

（その合計数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとす

る。）に相当する数の株式を売却し、又は当会社がその全部又は一部を買い取るもの

とし、その売却代金又は買取代金を端数の生じた株主に対し、その端数に応じて交付

する。 

 

４. 本優先株式無償割当てがその効力を生ずる日 

平成 19 年９月３日 

 

５. 上場証券取引所（予定） 

株式会社東京証券取引所 

 

６. 上場日（予定） 

平成 19 年９月３日 

 

７. 本優先株式の内容 

(1) 第１種優先配当 

① 当会社は、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の

登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に対して剰余金の配当

（配当財産が金銭の場合に限る。）を行うときは、当該配当に係る基準日の最終

の株主名簿に記載又は記録された第１種優先株式の株主（以下「第１種優先株主」

という。）又は第１種優先株式の登録株式質権者（以下「第１種優先登録株式質
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権者」という。）に対し、当該配当に先立ち、第１種優先株式１株につき、当該

配当において普通株式１株に対して交付する金銭の額に、125 パーセントを乗じ

た額(小数第一位まで算出し、小数第一位を切り上げる。)の剰余金の配当（以下

「第１種優先配当」という。）を行う。第１種優先配当の計算の結果、算出され

た金額が下記②に定める第１種無配時優先配当の金額に満たない場合、第１種優

先配当の金額は第１種無配時優先配当の金額と同金額とする。 

 

② 当会社は、毎事業年度の末日、毎年 10 月 31 日その他の取締役会が定める日の最

終の株主名簿に記載又は記録された普通株主又は普通登録株式質権者に対して

剰余金の配当（配当財産が金銭の場合に限る。）を行わないときは、当該株主名

簿に記載又は記録された第１種優先株主又は第１種優先登録株式質権者に対し、

第１種優先株式１株につき、15 円の剰余金の配当（以下「第１種無配時優先配当」

という。）を行う。 

 

③ 第１種優先株式発行後、当会社が、第１種優先株式の併合又は分割を行うときは、

第１種無配時優先配当につき、併合の割合又は分割の割合に応じて必要な調整を

行うものとする。なお、調整の結果生じる端数については、小数第一位まで算出

し、小数第一位を切り上げる。 

調整後の第１種無配時優先配当の額は、株式の併合又は株式の分割の効力を生ず

る日（以下「併合等効力発生日」という。）から適用する。但し、併合等効力発

生日の前日までの日を基準日とする第１種無配時優先配当についてはこの限り

ではない。 

 

④ 第１種優先配当又は第１種無配時優先配当の全部又は一部が行われなかったと

きは、当会社は、その不足額を累積し、上記①又は②に規定するときにおいて、

当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第１種優先株主

又は第１種優先登録株式質権者に対し、第１種優先配当又は第１種無配時優先配

当に先立ち、累積した不足額の剰余金の配当（以下「第１種累積未払配当」とい

う。）を行う。 

 

⑤ 当会社は、第１種優先株主又は第１種優先登録株式質権者に対し、第１種優先配

当、第１種無配時優先配当及び第１種累積未払配当以外の金銭を配当財産とする

剰余金の配当を行わない。 

 

(2) 残余財産の分配  

① 当会社の残余財産を分配するときは、第１種優先株主又は第１種優先登録株式質
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権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立って、上記(1)④に規定

する不足額を支払う。 

② 当会社は、上記①に規定する場合には、第１種優先株主又は第１種優先登録株式

質権者に対して、上記①の規定による支払いのほか、普通株主又は普通登録株式

質権者に対して交付する残余財産の価額に相当する金銭を支払う。 

 

(3) １単元の株式の数 

100 株 

 

(4) 議決権 

第１種優先株主は、全部の事項につき株主総会において議決権を行使することが

できない。但し、過去２年間において、法令及び定款に従って第１種優先配当又

は第１種無配時優先配当を行う旨の決議が行われなかったときは、第１種優先配

当又は第１種無配時優先配当の支払いが行われるまでの間は、この限りでない。 

 

(5) 種類株主総会の決議 

当会社が、会社法第 322 条第１項各号に掲げる行為をする場合においては、法令

に別段の定めがある場合を除くほか、第１種優先株主を構成員とする種類株主総

会の決議を要しない。 

 

(6) 併合又は分割、無償割当て等 

① 当会社は、株式の併合を行うときは、普通株式及び第１種優先株式の双方を同時

に同一の割合で行う。 

② 当会社は、株式の分割又は株式無償割当てを行うときは、以下のいずれかの方法

により行う。 

a 普通株式及び第１種優先株式の双方について、株式の分割を、同時に同一の

割合で行う。 

b 普通株式又は第１種優先株式のいずれかについて株式の分割を行い、当該株

式の分割と同時に、株式の分割を行わない種類の株式に対して株式の分割を

行う種類の株式を株式無償割当てする。株式無償割当ては一株につき株式の

分割の割合と同一の割合で行う。 

 

(7) 取得条項 

① 当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該各号に定める日（取締役会

が、それ以前の日を定めたときは、その日）の到来をもって、その日に残存する

第１種優先株式の全部を取得し、当会社はこれと引換えに、第１種優先株式１株
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につき当会社の普通株式１株を第１種優先株主に交付する。 

a 当会社が消滅会社となる合併、完全子会社となる株式交換又は株式移転（当

会社の単独による株式移転を除く。）に係る議案が全ての当事会社の株主総

会（株主総会の決議を要しない場合は取締役会）で承認された場合 当該合

併、株式交換又は株式移転の効力発生日の前日 

b 当会社の普通株式の株券を対象とする公開買付けが実施された結果、公開買

付者の株券等所有割合（証券取引法第 27 条の２第８項に規定される意味を

有する。以下同じ。）が 50 パーセント超となった場合 当該株券等所有割合

が記載された公開買付報告書が提出された日から 90 日目の日 

② 当会社は、株式会社東京証券取引所が、当会社の第１種優先株式を上場廃止とす

る旨の発表をした場合には、取締役会が定める日の到来をもって、その日に残存

する第１種優先株式の全部を取得し、当会社はこれと引換えに、第１種優先株式

１株につき当会社の普通株式１株を第１種優先株主に交付する。 
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別紙２ 

 

Q&A 

 

＜商品性について＞ 

Q) 優先株式の概要について教えてほしい。 

 本優先株式には、原則として、法令で定める場合以外には議決権はありません。その代わ

りに、優先配当が支払われます。 

 

【優先株式の概要】 

 優先株式 普通株式 

議決権 なし(注 1) あり 

配当 
優先配当 

未払い分は累積 
累積しない 

残余財産分配権 普通株と同等(注 2) － 

普通株への転換権 株主による転換権はなし(注 3) － 

注1 法令に定める場合を除いて議決権はない。但し、議決権が発生する場合がある。 

注2 累積未払配当がある場合は、普通株式に先立って優先株主に不足分が支払われる。 

注3 一定の事象により発行会社が普通株へ強制転換することがある。 

 

Q) 優先配当額はどのように決まるのか？ 

 優先株式１株につき、普通株式への１株当たり配当金額の 125％（小数第一位を切り上げ）

が支払われます。従って、優先配当額は普通株式への配当額を上回り、普通株式への配当

額に連動して増減することになります。 

 

優先配当金額 ＝普通株への配当金額×125％ 

（小数第一位を切り上げ、但し 15 円(注 4)を下限とする） 

分配可能額が不足するなど、優先配当が支払われない場合には、不足額は累積します。

注4 下限金額は株式分割などにより適宜調整される。 

 

Q) 普通株式への配当が無配の場合、優先配当はどうなるのか？ 

 普通株式への配当が無配の場合でも、本優先株式に対して１株当たり 15 円（株式分割な

どの事由が発生した場合には調整されます。）が優先配当として支払われます。 

 分配可能額の不足等の事情により、定款に定められた本優先株式に対する配当が行われな

いことはあり得ますが、そのような場合、定款に規定する一定の方法により、不足額は累

積されます。 
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Q) 優先配当が行われない場合はどうなるのか？ 

 2 年間連続で優先配当を行う旨の決議がなされない場合には、議決権が発生します。 

 優先配当（定款に規定する一定の方法により累積された過去の不足額の配当を含みます。）

が全額支払われると、発生した議決権は再び消滅します。 

 

Q) 優先株式は普通株式に転換できるのか？ 

 優先株主の請求により本優先株式を普通株式に転換することはできません。 

 優先株主の立場を守るため、一定の事象が発生した場合には、当社は、普通株式を対価と

して本優先株式を取得(強制転換)します。また、本優先株式が上場廃止になる場合には、

当社は、普通株式を対価として本優先株式を取得(強制転換)することがあります。 

 

Q) 「一定の事象」とは何か？ 

 当社が消滅会社となる合併、完全子会社となる株式交換、株式移転（当社単独によるもの

を除きます。）、当社普通株式に対する公開買付けにより公開買付者の株券等所有割合が

50 パーセント超となった場合、を定款に規定しています。 

 

＜優先株式の取引について＞ 

Q) 優先株式は売買できるのか？  

 本優先株式は東京証券取引所に上場を予定していますので、上場後は当社普通株式と同様

に取引所での売買が可能です。上場日は平成 19 年９月３日（月）の予定です。但し、株

券保管振替制度をご利用でない場合、本優先株式の株券がお手元に到着するまでの間は、

本優先株式の売却はできませんのでご注意ください。 

 本優先株式の売買単位は 100 株となります。 

 

Q) 普通株式は権利落ちするのか？  

 無償割当ての権利付最終売買日は平成 19 年８月 27 日（月）であり、翌８月 28 日（火）

に無償割当ての権利落ちとなります。 

 権利落ち日（８月 28 日（火））の売買の取扱いについては、別途、東京証券取引所が同取

引所ホームページ等において公表することとなっています。 

 

Q) 優先株式の株価はいくらになるのか？  

 株価を予想することはできませんが、本優先株式の価格は原則として「普通株式の株価－

議決権の価値＋優先配当の価値」と考えられ、さらに流動性の要素などが加味されて価格

形成されるものと考えられます。 

 本優先株式の上場日（平成 19 年９月３日（月）予定）の売買の取扱いについては、別途、

東京証券取引所が同取引所ホームページ等において公表することとなっています。 
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＜手続きについて＞ 

Q) 無償割当てを受けるにはどうしたらよいのか？ 

 無償割当ての基準日である平成 19 年８月 31 日（金）までに当社普通株式の株主となる必

要があります。平成 19 年８月 31 日（金）までに名義書換を行うか、証券保管振替機構（以

下「ほふり」）に預託して実質株主として登録する必要があります。 

 前述のとおり、無償割当ての権利付最終売買日は平成 19 年８月 27 日（月）となります。 

 

Q) 単元未満株数の割当てを受けた場合はどうすればよいか？ 

 単元未満株式は市場で売却することはできませんが、当社に買取を請求する、もしくは当

社から単元に不足する分の株数を買い増し、１単元にすることを請求することができます。 

 但し、当社が本優先株式を保有していない等、買増しに応ずることができない場合がござ

います。買増対応の可否については、株主名簿管理人事務取扱所までお問い合わせくださ

い。 

 

Q) 優先株式はどのようにして手元に届くのか？  

 ほふりに普通株式の株券を預託していない株主の皆様には、平成 19 年 10 月 19 日（金）

にお届出のご住所あてに本優先株式の株券をお送りする予定です。 

 ほふりに普通株式の株券を預託している株主の皆様には本優先株式の株券がお手元に届

くことはありません。 

 

＜税金関係＞ 

※税務上の取扱については、現行法令上以下のようになると考えられますが、詳しくは税理士

にご相談ください。 

Q) 無償で割り当てられた本優先株式の簿価はいくらか？  

 割り当てられた本優先株式の税務上の取得価格はゼロになると考えられます。（保有され

ている普通株式の取得価格は変わらないものと考えられます。） 

 

Q) 割り当てられた本優先株式は特定口座に入るのか？ 

 割り当てられた本優先株式の特定口座への組み入れは可能と考えられます。 

 

Q) 本優先株式の譲渡や配当にかかる税金はどうなるのか？ 

 本優先株式は上場株式ですので、普通株式（上場株式）と同様の課税となります。 

 

Q) 単元未満株の買取請求を行った場合の税金はどうなるのか？ 

 上場株式の譲渡として、市場を通じて売却した場合と同様の課税となります。 
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本件に関する質問につきましては、下記の連絡先までお問い合わせください。 

 

連絡先： 株式会社伊藤園 財務経理本部 IR 室 

  〒151-8550 東京都渋谷区本町３-47-10  

  03-5371-7205 
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