
 

【表紙】  
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年５月７日

【会社名】 クックパッド株式会社

【英訳名】 Cookpad Inc.

【代表者の役職氏名】 代表執行役　岩田　林平

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目７番１号

ＷｅＷｏｒｋオーシャンゲートみなとみらい

（2021年５月１日付けで本店所在地　東京都渋谷区恵比寿四丁目

20番３号が上記のように移転しております。）

【電話番号】 050-3142-1532

（2021年５月１日付けで本店移転に伴い電話番号を変更しており

ます。）

【事務連絡者氏名】 執行役　犬飼　茂利男

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目７番１号

ＷｅＷｏｒｋオーシャンゲートみなとみらい

【電話番号】 050-3142-1532

【事務連絡者氏名】 執行役　犬飼　茂利男

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当

(発行価額の総額)　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　０円

(新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額の合計額を合算した金額) 　 　　144,976,000円

(注) １．本募集は2021年３月23日開催の当社定時株主総会の決

議、2021年３月23日開催の当社報酬委員会の決議及び

2021年３月25日付の当社取締役会の決議に基づき、ス

トックオプション付与を目的として、新株予約権を発行

するものであります。

２．募集金額はストックオプション付与を目的として発行す

ることから無償で発行するものといたします。

３．新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、

新株予約権者がその権利を喪失した場合及び当社が取得

した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の払込

金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産

の価額の合計額を合算した金額は減少いたします。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2021年３月25日付で提出した有価証券届出書の記載事項のうち、同年５月７日に「発行数」、「新株予約権の目的

となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価額の総額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」及び「新規発行

による手取金の額」が確定しましたので、これらに関連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１　募集要項

　　１　新規発行新株予約権証券

　　　(1) 募集の条件

　　　　　発行数の欄

　　　　　欄外注記

　　　(2) 新株予約権の内容等

　　　　　新株予約権の目的となる株式の数の欄

　　　　　新株予約権の行使時の払込金額の欄

　　　　　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額の欄

　　　　　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の欄

　　２　新規発行による手取金の使途

　　　(1) 新規発行による手取金の額

 
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 【新規発行新株予約権証券】

(1) 【募集の条件】

 
　新株予約権の発行数の欄

(訂正前)

発行数
4,570個
(注)　上記発行数は上限の発行数を示したものであり、申込数等に

より割り当てる新株予約権の数が減少することがあります。
 

 

(訂正後)

発行数 4,420個
 

 

 
　欄外注記

(訂正前)

(注) １．本新株予約権証券(以下「本新株予約権」といいます。)については、2021年３月23日開催の当社定時株主総

会の決議、2021年３月23日開催の当社報酬委員会の決議及び2021年３月25日付の当社取締役会の決議におい

てその発行の決議をしております。

２．申込みの方法

申込方法は、申込期間内に申込取扱場所に申込書を提出することといたします。

３．本新株予約権の募集はストックオプション付与を目的として行うものであり、当社の執行役及び従業員並び

に当社子会社の取締役及び従業員に対して行うものであります。

４．本新株予約権の割当ての対象となる人数及び内訳は、以下のとおりであります。

割当対象者 人数 割当新株予約権数

当社の執行役 ８名 1,550個

当社の従業員 38名 1,500個

当社子会社の取締役 10名 520個

当社子会社の従業員 11名 1,000個

合計 67名 4,570個
 

(注)　今回の募集は、当社の執行役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員の業績向上に対する意

欲や士気を高めるとともに、優秀な人材の確保をすることを目的とするものであります。

５．当社子会社には、当社完全子会社又は当社完全孫会社ではないものが含まれます。
 

(訂正後)

(注) １．本新株予約権証券(以下「本新株予約権」といいます。)については、2021年３月23日開催の当社定時株主総

会の決議、2021年３月23日開催の当社報酬委員会の決議及び2021年３月25日付の当社取締役会の決議におい

てその発行の決議をしております。

２．申込みの方法

申込方法は、申込期間内に申込取扱場所に申込書を提出することといたします。

３．本新株予約権の募集はストックオプション付与を目的として行うものであり、当社の執行役及び従業員並び

に当社子会社の取締役及び従業員に対して行うものであります。

４．本新株予約権の割当ての対象となる人数及び内訳は、以下のとおりであります。

割当対象者 人数 割当新株予約権数

当社の執行役 ８名 1,550個

当社の従業員 35名 1,350個

当社子会社の取締役 10名 520個

当社子会社の従業員 11名 1,000個

合計 64名 4,420個
 

(注)　今回の募集は、当社の執行役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員の業績向上に対する意

欲や士気を高めるとともに、優秀な人材の確保をすることを目的とするものであります。

５．当社子会社には、当社完全子会社又は当社完全孫会社ではないものが含まれます。
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(2) 【新株予約権の内容等】

 
　新株予約権の目的となる株式の数の欄

(訂正前)

新株予約権の目的となる株式の
数

457,000株
(本新株予約権１個につき目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)
は100株とします。ただし、下記(注)１．①の定めにより付与株式数の調整を受け
ることがあります。)

 

 
(訂正後)

新株予約権の目的となる株式の
数

442,000株
(本新株予約権１個につき目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)
は100株とします。ただし、下記(注)１．①の定めにより付与株式数の調整を受け
ることがあります。)

 

 
 

　新株予約権の行使時の払込金額の欄

(訂正前)

新株予約権の行使時の払込金額 本新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使
により交付を受けることができる株式１株あたり払込金額(以下「行使価額」とい
います。)に付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、本新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日
を除きます。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表
示を含みます。)の平均値に1.05を乗じた金額(１円未満の端数は切り上げます。)
又は割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のいずれ
か高い金額とします。なお、下記(注)１．②の定めにより行使価額の調整を受け
ることがあります。

 

 
(訂正後)

新株予約権の行使時の払込金額 本新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使
により交付を受けることができる株式１株あたり払込金額(以下「行使価額」とい
います。)に付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、328円とします。なお、下記(注)１．②の定めにより行使価額の調整
を受けることがあります。

 

 
 
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額の欄

(訂正前)

新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価額
の総額

金148,068,000円
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は、本有
価証券届出書提出時の見込額であります。

 

 
(訂正後)

新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価額
の総額

金144,976,000円
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の欄

(訂正前)

新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
本新株予約権の行使により発行する当社普通株式１株の発行価格は行使価額
と同額とします。

２．新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
①　本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項に従い計算される資本金等増加限度額の
２分の１に相当する額とします。ただし、１円未満の端数が生じる場合、
その端数を切り上げるものとし、本新株予約権の行使に応じて行う株式の
交付にかかる費用の額として資本金等増加限度額から減ずるべき額は、０
円とします。

②　本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準備
金の額は、資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を
控除した額とします。

 

 
(訂正後)

新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
本新株予約権の行使により発行する当社普通株式１株の発行価格は328円とし
ます。

２．新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
①　本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項に従い計算される資本金等増加限度額の
２分の１に相当する額とします。ただし、１円未満の端数が生じる場合、
その端数を切り上げるものとし、本新株予約権の行使に応じて行う株式の
交付にかかる費用の額として資本金等増加限度額から減ずるべき額は、０
円とします。

②　本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準備
金の額は、資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を
控除した額とします。
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２ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 
 

(訂正前)

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

148,068,000(注) １． 910,000(注) ２． 147,158,000
 

(注) １．払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の

合計額を合算した金額であり、本有価証券届出書提出時の見込額を記載しております。

＜後略＞

 

 
(訂正後)

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

144,976,000(注) １． 910,000(注) ２． 144,066,000
 

(注) １．払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の

合計額を合算した金額であります。

＜後略＞
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