
 
 
 

 
平成 18 年６月５日 

各  位 

会 社 名  株式会社 エフ・ディ・シィ・プロダクツ 

代 表 者  代表取締役社長     羽 場 啓 二 

                  （コード番号 ２６７１   東証第一部） 

問 合 せ 先  取締役経営企画担当兼経営企画室室長 

                   大 木 茂 生 

                  （ＴＥＬ． ０３－５７１９－４３００） 

 

自 己 株 式 の 買 付 け に 関 す る お 知 ら せ 

（会社法第 165 条第２項の規定に基づく自己株式の取得） 
 

 当社は、平成 18 年６月５日開催の取締役会において、会社法第 165 条第３項の規定

により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式を取得することを

決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

１． 自己株式の取得を行う理由     

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため 

 

２．取得の方法     

（１）取得する株式の種類   当社普通株式 
（２）取得する株式の総数   280,000 株を上限とする 

              （発行済株式総数に対する割合 2.2％） 

（３）株式の取得価額の総額  56,000 万円を上限とする 

（４）株式の取得期間     平成 18 年 6 月 6 日より平成 18 年 8 月 15 日 

 

 

（ご参考） 

   ①平成 18 年２月 28 日時点の自己株式の保有状況 

     発行済株式総数（自己株式を除く） 12,860,953 株 

     自己株式数              23,127 株 
 

②英字による開示文章を添付いたします。 

以 上 
 

 



 
 
 

 
June 5, 2006 

 
To Whom It May Concern 
 

Company Name: F.D.C. Products Inc. 
Representative: Keiji Haba, President 
Public Listing: First Section, Tokyo Stock Exchange 
Securities Code: 2671 
Inquiries: Shigeo Ohki,  

Director in charge of Corporate Planning,  
General Manager, Corporate Planning Department 
TEL.: +81-3-5719-4300 

 
Notice Concerning the Acquisition of Treasury Stock 

(Acquisition of Treasury Stock 
Pursuant to Article 165 Paragraph 2 of the Corporation Law) 

 
F.D.C. Products Inc. (“F.D.C. Products” or “the Company”) today announced its 
decision to acquire treasury stock in accordance with Article 156 of the Corporation 
Law applied under Article 165 Paragraph 3 of the Corporation Law following 
ratification at a Board of Directors’ meeting held on June 5, 2006. Brief details are 
provided as follows. 
 
1. Reason for the Acquisition of Treasury Stock 
The decision to acquire treasury stock is consistent with efforts by the Company to 
maintain an agile and flexible capital policy and to ensure F.D.C. Products is well 
placed to address changes in its operating environment. 
 
2. Acquisition Details 
(1) Type of shares to be acquired: Common stock 
(2) Number of shares to be acquired: A maximum of 280,000 shares 

(2.2% of total shares issued and outstanding) 
(3) Total value of shares to be acquired: A maximum of ¥560,000,000 
(4) Acquisition period: June 6, 2006 through August 15, 2006 
 
(Reference) 
Status of treasury stock held as of February 28, 2006: 
Total number of shares issued and outstanding (excluding treasury stock):  

12,860,953 shares 
Total number of treasury stock held:                              23,127 shares 
 

 


