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                                 平成１８年９月１日 

各      位 

                   会 社 名     豊 商 事 株 式 会 社 

                      代表者の役職名     取 締 役 社 長  多々良  實夫 

                             （ JASDAQ・ ｺｰﾄﾞ番号 8747） 

                    問い合わせ先     常務取締役管理本部長  篠 塚  幸 治 

                         電 話 番 号       ( 0 3 ) 3 6 6 7 - 5 2 1 1 ( 代 表 ) 

 

株式の分割及び行使価額の調整に関するお知らせ 

 

 

平成１８年９月１日開催の当社取締役会において、株式の分割に関し、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。 

 

記 

 

 

1. 株式分割の目的 
   当社は、最近の当社株式の市場流動性が低下傾向にあり、価格形成の安定性を欠きやすい状況

（平成１８年８月の当社株式１営業日あたりの平均出来高4,522株及び平成１８年８月の当社株

式値付率91.3％）にあると考えており、株式分割により１投資単位あたりの投資金額（平成１８

年８月３１日の当社株式終値2,140円から計算した投資金額2,140,000円）を引き下げ、投資しや

すい環境を整えることで、株式の流動性の向上を図り、価格形成の安定性を確保することを目的

として、今回の株式分割を実施することといたしました。 

また、分割比率につきましては、大幅な株式分割によって価格の安定性を損なうことや、投資

単位の極端な低下による投機的な売買を招くことがないように配慮した結果、１株につき２株の

割合をもって分割することといたしました。平成１８年８月３１日の当社株式終値2,140円から

計算すると分割後の１投資単位あたりの投資金額は1,070,000円程度になるものと試算されます。 

 

2. 株式分割の概要 
(1) 分割の方法 

平成１８年９月３０日（土曜日）（ただし、当日は株主名簿管理人の休業日につき、実質上

は、平成１８年９月２９日（金曜日））最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録さ

れた株主の所有株式数を、１株につき２株の割合をもって分割いたします。 

 

(2) 分割により増加する株式数 

普通株式とし、平成１８年９月３０日（土曜日）最終の発行済株式総数に１を乗じた株式数

といたします。 
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3. 株式分割の日程 
  取締役会決議日           平成１８年 ９月 １日（金曜日） 

  取締役会決議公告（電子公告掲載開始日） 平成１８年 ９月 ２日（土曜日） 

  株式分割基準日           平成１８年 ９月３０日（土曜日） 

  効力発生日             平成１８年１０月 １日（日曜日） 

  新株券交付日            平成１８年１１月２０日（月曜日） 

 

4. 配当予想 
   平成１９年３月期の配当予想につきましては、現在のところ配当総額に変更はありませんので、

今回の株式１株につき２株の割合をもって分割することに伴い、１株当たりの予想期末配当金 

１５円を２分の１の７円５０銭に読み替えていただきますようお願いいたします。 

 

5. その他、この株式の分割に必要な事項は、今後の当社取締役会において決定いたします。 
 

 

【ご参考】 

1. 株式の分割に際して資本金の額の増加はありません。 
平成１８年９月１日現在の資本金の額  1,722,000,000円 

 

2. 株式の分割により増加する株式数を具体的に明示していないのは、本取締役会決議の日から分割
基準日までの間に新株予約権の行使により発行済株式総数が増加する可能性があり、分割基準日現

在の発行済株式総数が確定できないためであります。 

 

3. 株式の分割後の発行済株式総数は、平成１８年９月１日現在の発行済株式総数を基準として計算
すると、次のとおりとなります。 

現在の発行済株式総数 4,448,736株 

今回の増加株式数     4,448,736株 

増加後発行済株式総数 8,897,472株 

 

4. 同日の当社取締役会において、上記の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、  
当社定款上の「発行可能株式総数」について、現行の12,000,000株を12,000,000株増加させて

24,000,000株に変更することを決議しております。 

 

5. 今回の株式分割に伴い、当社発行の「2010年6月28日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債」
及び「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約

付）」の行使価額を平成１８年１０月１日以降、次のとおり調整いたします。 

 

銘柄名 調整後行使価額 調整前行使価額 

2010年6月28日満期円貨建 

転換社債型新株予約権付社債 
972円50銭 1,945円

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 

（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）
972円50銭 1,945円
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6. 当社転換社債型新株予約権付社債の状況 

（1）2010年6月28日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債 

残存額（平成１８年９月１日現在） 1,600,000,000円 

上記残存額が今回の株式分割に伴う調整後行使価額で 

行使された場合に交付すべき当社普通株式の総数 1,653,470株を上限とする。 

 

（2）第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付） 

残存額（平成１８年９月１日現在） 400,000,000円 

上記残存額が今回の株式分割に伴う調整後行使価額で 

行使された場合に交付すべき当社普通株式の総数 413,367株を上限とする。 

 

なお、平成１８年６月８日に発行の決議をいたしました2010年6月28日満期円貨建転換社債型

新株予約権付社債及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債

間限定同順位特約付）の内容につきましては、別紙をご覧下さい。 

 

以上 
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（別紙） 

１. 2010 年６月 28 日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債 

(1) 発行した社債の種類 円貨建転換社債型新株予約権付社債 

(2) 発行価格 額面 100 円につき金 100.5 円 

(3) 発行価額の総額 1,608,000,000 円 

(4) 額面(券面額)の総額 1,600,000,000 円 

(5) 社債と引換えにする金銭の 

払込みの期日及び社債を 

割り当てる日(発行日) 

 

平成 18 年６月 28 日 

(6) 募集の方法 Mitsubishi UFJ Securities International plc, 

London, Zurich Branch が総額買取引受により行

うスイス連邦を中心とする海外市場(アメリカ合

衆国を除く)における募集。 

(7) 社債の利率 利息は付さない。 

(8) 担保または保証 本社債は担保または保証を付さない。 

(9) 償還方法 額面金額の 100％で償還する。 

(10)償還期限 平成 22 年６月 28 日 

(11)資金の使途 借入金の返済及び運転資金に充当する予定 

(12)新株予約権の内容   

① 新株予約権の目的である株式の  

種類及び数 

普通株式とし、行使請求に係る本社債の払込金額

合計額を転換価額(修正または調整された場合は

修正後または調整後の転換価額)で除した数とす

る。 

② 新株予約権の総数 各本社債に付する本新株予約権は１個とし、本新

株予約権の総数は 320 個とする。 

③ 新株予約権と引換えに払い込む金銭 本新株予約権と引換えにする金銭の払い込みは

要しないこととする。 

④ 新株予約権を割り当てる日 平成 18 年６月 28 日 

⑤ 新株予約権の行使に際して    

出資される財産の内容及びその価額

本社債を出資するものとし、本社債の価額は、本

社債の額面金額と同額とする。 

⑥ 新株予約権が行使された場合に  

交付すべき当社普通株式の総数  

１株当たりの金額(転換価額) 

                     

当初 826,735 株（上限）           

当初 1株当たり 1,945 円 

⑦ 新株予約権の行使期間 平成 18 年７月 12 日から平成 22 年６月 14 日(ロ

ンドン時間)まで 

⑧ 株式を発行する場合における    

増加する資本の額 

本社債額面金額 500 万円につき 250 万円 
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２. 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付) 

(1) 発行した社債の種類 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換

社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付) 

(2) 発行価格 額面 100 円につき金 100.5 円 

(3) 発行価額の総額 402,000,000 円 

(4) 額面(券面額)の総額 400,000,000 円 

(5) 社債と引換えにする金銭の     

払込みの期日及び社債を       

割り当てる日(発行日) 

 

平成 18 年６月 28 日 

(6) 募集の方法 第三者割当ての方法により、全額を株式会社アエ

リアに割り当てる。 

(7) 社債の利率 利息は付さない。 

(8) 担保の内容 本社債は担保または保証を付さない。 

(9) 償還方法 額面金額の 100％で償還する。 

(10)償還期限 平成 22 年６月 28 日 

(11)資金の使途 借入金の返済及び運転資金に充当する予定 

(12)新株予約権の内容   

① 新株予約権の目的である 

  株式の種類及び数 

普通株式とし、行使請求に係る本社債の払込金額

合計額を転換価額(修正または調整された場合は

修正後または調整後の転換価額)で除した数とす

る。 

② 新株予約権の総数 各本社債に付する本新株予約権は１個とし、本新

株予約権の総数は 40 個とする。 

③ 新株予約権と引換えに払い込む金銭 本新株予約権と引換えにする金銭の払い込みは

要しないこととする。 

④ 新株予約権を割り当てる日 平成 18 年６月 28 日 

⑤ 新株予約権の行使に際して 

  出資される財産の内容及びその価額

本社債を出資するものとし、本社債の価額は、本

社債の額面金額と同額とする。 

⑥ 新株予約権が行使された場合に 

  交付すべき当社普通株式の総数 

  １株当たりの金額(転換価額) 

 

当初 206,683 株(上限) 

当初１株当たり 1,945 円 

⑦ 新株予約権の行使期間 平成 18年７月 12日から平成 22年６月 18日まで

⑧ 株式を発行する場合における 

  増加する資本の額 

  

本社債額面金額 1,000 万円につき 500 万円 

 

 


