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第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ 
 
   当社は、平成２１年１月３０日開催の当社取締役会において、下記のとおり第三者割当により発行される 

株式の募集を行うことについて決議いたしましたので、お知らせします。 
 

記 
 
１. 第三者割当増資により発行される株式募集の目的 
     本日、当社は、三菱商事株式会社（以下三菱商事）を引受先とする第三者割当の方法による募集株式の発 

行について決議いたしました。 
現在、世界的な金融市場の混乱により資金調達環境が不安定な状況が続いており、当社として、安定した 

事業運営のための自己資本の充実及び財務の健全性の維持、強化を図るとともに、将来に向けて成長してい 
くために、今後の事業に供する資金を確保することを目的として、三菱商事を引受先とする第三者割当の方 
法による募集株式の発行を実施することといたしました。 
引受先である三菱商事とは、長年にわたる取引に加え、豪州や米国での食肉生産における合弁事業などを 

通し、相互に意思疎通を深め良好な関係を構築して参りました。同社は、グローバルなネットワークに加え、

国内流通においても競争力を有しており、今回の第三者割当増資により、更なる関係強化を図ることは当社 
の企業価値や競争力の向上につながるものと考えております。 
今回の第三者割当増資の引き受けにより、三菱商事の当社への持株比率は現行の 3.63％から 18.04％とな

り、更に、当社の代表取締役会長伊藤研一より当社株式を取得することにより、20.06％となる予定です。 
なお、三菱商事とは、米久株式会社を加えた三社による包括業務提携契約（以下本提携）を本日締結して 

おります。別途開示しております「三菱商事株式会社および米久株式会社との包括業務提携契約締結に関す 
るお知らせ」をご参照ください。 
 

２. 調達する資金の額及び使途 
（１）調達する資金の額（差引手取概算額） 

１２，０２４，４５０，０００円 
（２）調達する資金の具体的な使途 

     運転資金に充当いたします。 
（３）調達する資金の支出予定時期 

     平成２１年２月から６月 
 



 
（４）調達する資金使途の合理性に関する考え方 

      当社においては、現在、お歳暮等の年末需要の対応のため、買掛債務等の支払が先行し、売上債権 
の回収が１～３月にずれ込むことから、運転資金確保のため、短期借入金を活用しながら資金運営を 
行っております。通常であれば、売上債権の回収により今後の運転資金の確保が可能となりますが、 
昨年発生いたしました「東京工場地下水問題」に伴い、売上が減少したため、通年に比べ売上債権回 
収の減少が見込まれること並びに、次年度の第一四半期においても原材料の調達等により、今後の運 
転資金の確保が必要となります。金融不安による資金調達環境が不安定ななか、この第三者割当によ 
り、今後、見込まれる原材料調達等の運転資金を確保することは、当社の事業の安定的な運営を図る 
とともに競争力強化と企業価値の向上に資するものであることから、資金使途については合理性があ 
るものと判断しております。 

 
３. 最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１） 最近３年間の業績（連結）                                             （単位：百万円） 
決 算 期 平成１８年３月期 平成１９年３月期 平成２０年３月期 
売 上 高 517,275  504,348   517,950  

営 業 利 益 △3,936  2,943   6,107  

経 常 利 益 △2,532   3,874   6,867  

当 期 純 利 益 △8,371  △1,386   4,395  

１株あたり当期純利益（円） △40.17  △6.65   21.10  

１株あたり配当金（円） 4  4   5  

１株あたり純資産（円） 581.45  565.87   566.59  

  
（２） 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成２０年９月３０日現在） 

種類 株式数 発行済株式数に対する比率

発行済株式数 210,482,533 株    

(自己株式を含む)  
１００％  

現時点の転換価額（行使価額）に

おける潜在株式数 
－  株    － ％  

下限値の転換価額（行使価格）に

おける潜在株式数 
－  株   － ％  

上限値の転換価額（行使価格）に

おける潜在株式数 
－  株   － ％  

   
（３） 最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 
  平成１８年３月期  平成１９年３月期  平成２０年３月期 
始値 ５３５円  ４５２円  ５４０円   
高値 ５４０円  ５７７円  ５９０円   
安値 ４４５円  ４２２円  ４０４円   
終値 ４５２円  ５３９円   ５８７円   

  



  
    ②最近６ヶ月間の状況 

 ２０年７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 

始値 ５２５円 ５８５円 ５７１円 ４９８円 ３３４円 ３５２円 
高値 ６０５円 ６００円 ５８６円 ５０１円 ４０７円 ３５８円 
安値 ４９９円 ５２２円 ４７２円 ２２８円 ３０８円 ２９１円 
終値 ５９２円 ５７０円 ４８９円 ２９９円 ３５６円 ３２５円 

    
 ③発行決議前日における株価 

 平成２１年１月２９日現在 
始値 ２９６円  

高値 ２９７円  

安値 ２９３円  

終値 ２９７円  

   
（４）今回のエクイティ・ファイナンスの状況 
 ・第三者割当増資 

発 行 期 日 平成２１年２月１６日 
調 達 資 金 の 額 １２,０２４,４５０,０００円（発行価額３２５円）（差引手取概算額） 

募集時における発行済株式数 ２１０,４８２,５３３株 
当該増資による発行株式数   ３７,０００,０００株 
募集後における発行済株式数 ２４７,４８２,５３３株 
割 当 先 三菱商事株式会社 

   
（５） 最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 
  該当事項はありません。 

 
４. 大株主及び持株比率 

増資前（平成２０年９月３０日） 増資後 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社  ７.８０％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社    ５.７１％

財団法人伊藤記念財団            ５.７０％

藤栄商亊株式会社              ４.５３％

伊藤 研一                 ３.９２％

三菱商事株式会社              ３.６３％

丸紅株式会社                ３.３７％

株式会社みずほコーポレート銀行       ２.９９％

株式会社三井住友銀行            ２.９９％

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行         ２.９９％

三菱商事株式会社             ２０.０６％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社  ６.６３％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社    ４.８５％ 

財団法人伊藤記念財団            ４.８４％ 

藤栄商亊株式会社              ３.８６％ 

丸紅株式会社                ２.８６％ 

株式会社みずほコーポレート銀行       ２.５４％ 

株式会社三井住友銀行            ２.５４％ 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行         ２.５４％ 

財団法人伊藤文化財団            ２.５０％ 

（注）増資後の三菱商事株式会社の持株比率は、同日付で当社代表取締役会長伊藤研一より当社株式を取得した後の比率を 

記載しております。 

 



 

 

 

５. 業績への影響の見通し 
今回の第三者割当増資による当社の平成２１年３月期の連結業績及び単独業績への影響は、軽微であります。 
 

６. 発行条件等の合理性 
（１） 発行価額の算定根拠 
  平成２０年１０月３０日から平成２１年１月２９日までの東京証券取引所における当社普通株式の終

値の平均値（円未満切捨て）であります。 
 

   （２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠    
  今回の第三者割当により発行される株式の募集の規模は、当社の発行済株式総数（募集前）の 17.57% 
であり、これにより三菱商事は、現在保有株式並びに当社代表取締役会長の伊藤研一より取得分とあわせ

て 20.06%の株式（募集後）を保有することとなります。 
  今回の第三者割当により発行された資金は、世界的に不安定な金融市場のなか、当社の運転資金に充当

され、事業の安定的な運営とともに本提携による効果が、今後の当社の競争力強化と企業価値の向上に資

するものであることから、今回の第三者割当による発行株式の数量及び株式の希薄化の程度は、合理的な

水準であるものと判断しております。 
  
７. 割当先の選定理由 

（１）割当先の概要（平成２０年９月３０日現在） 
①商号 三菱商事株式会社 
 
②事業内容 

エネルギー・金属・機械・化学品・生活物資等多種多様な商品の国内・

輸出・輸入及び外国取引を行うほか、情報・金融・物流その他各種サ

ービスの提供、国内外における事業投資。 
③設立年月日 昭和２５年４月 
④本店所在地 東京都千代田区丸の内二丁目３番１号 
⑤代表者の役職・氏名 代表取締役 取締役社長 小島 順彦 
⑥資本金 ２０２,６９８百万円 
⑦発行済株式数 １,６９５,７９１,２５８株 
⑧純資産 ２,８８０,４７８百万円 
⑨総資産 １２,５８５,２４４百万円 
⑩決算期 ３月３１日 
⑪従業員数 ６０,９１８人（連結） 
 
⑫大株主数及び持株比率 
 （上位５名） 

東京海上日動火災保険株式会社            ５.４９％ 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）  ５.２５％ 
日本マスタートラスト信託銀行株式会社           ４.３２％ 
明治安田生命保険相互会社              ４.２４％ 
三菱商事株式会社                  ３.１２％ 

⑬主要取引銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行 



資本関係 
当社の大株主であり、当社株式を７,６５６,９２８株

（３.６３％）所有しております。 
取引関係 当社販売用食肉等の仕入・販売を行っております。 
人的関係 該当事項は、ございません。 

 
⑭上場会社と割当先との関係

等 

関連当事者

への該当状

況 

 
該当事項は、ございません。 

⑮最近３年間の業績（連結）  
決算期 平成１８年３月期 平成１９年３月期 平成２０年３月期 
売上高（百万円） １９,０６９,１８１ ２０,５２６,５７０ ２３,１０３,０４３ 
継続事業からの税引前利益 
（百万円） 

４８８,１４３ ６０２,１０７ ５４４,５０５ 

当期純利益（百万円） ３５３,２８６ ４１５,５１８   ４６２,７８８ 
１株あたり当期純利益（円） ２１７.３８ ２４６.３０    ２７８.９５ 
１株あたり配当金（円）（個別） ３５.００ ４６.００ ５６.００ 
１株あたり純資産（円） １,４１８.１６ １,７５１.８９ １,７５０.６７ 

   
 （２）割当先を選定した理由 

当社と三菱商事は、これまでも、合弁で海外における食肉生産事業の運営並びに当社販売用食肉等の仕 
入・販売を行っておりましたが、国内の食肉市場における競争の激化や国際的な食肉市場における競争力 
の強化に対応していくため、本提携により関係を一層強化することは、当社の競争力強化と企業価値の向 
上に資するものと考えております。本提携をより一層、円滑かつ確実に実行していくために、当社は三菱 
商事を新規発行の割当先としました。 

 
 （３）割当先の保有方針 
   割当先の三菱商事は、当社の長期的株主になることを予定しております。 
   なお、当社は割当先の三菱商事との間で、新株式の払込期日（平成２１年２月１６日）より２年以内に 

おいて、三菱商事が当該割当株式の全部または一部を譲渡する場合には、その内容を当社に書面にて通知 
する旨の確約を得る予定です。 

 
  （別添）発行要領 

（１） 発行新株式数   当社普通株式 ３７,０００,０００株 
（２） 発行価額     １株につき金３２５円 
（３） 発行価額の総額  １２,０２５,０００,０００円 
（４） 資本組入額    ６,０１２,５００,０００円 
（５） 募集又は割当方法 第三者割当の方法による新株式発行 
（６） 申込期間     平成２１年２月７日 
（７） 払込期日     平成２１年２月１６日 
（８） 当該株券の保有に 新株式の発行から２年以内に割当新株式の全部または一部を譲渡した場合には、 

関する事項    その内容を当社に書面にて報告する旨の確約書を締結する予定です。 
（９）前各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

                                          以上 


