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各  位 

               会 社 名 株式会社 永 谷 園 
               代 表 者 名 代表取締役社長 町田  東 
                     （コード番号 2899 東証第１部） 
               問 合 せ 先 執行役員総務本部長 鈴木 章平 
                     （ＴＥＬ 03-3432-2511） 

 
第三者割当による自己株式の処分及び主要株主の異動に関するお知らせ  

 
 当社は、本日開催の取締役会にて、以下のとおり第三者割当による自己株式の処分を行

うことについて決議しましたので、お知らせいたします。 
 また、当該処分により主要株主の異動が見込まれますので、併せてお知らせいたします。 
 
 
Ⅰ．自己株式の処分について 

１．処分要領 

（１）処分期日 平成 22 年９月 10 日 

（２）処分株式数 520,000 株  

（３）処分価額 一株につき金 854 円 

（４）資金調達の額 444,080,000 円 

（５）募集又は処分方法 第三者割当による処分 

（６）処分先 三菱商事株式会社 

（７）その他 

上記の各号については、金融商品取引法に基づく届出の

効力発生を条件とします。処分後の自己株式数は

147,792 株（但し、平成 22 年４月１日以降の単元未満株

式の買取分は含んでおりません）。 
 

２．処分の目的及び理由 
当社は、昭和 38 年 10 月に当社商品の販売エリアのうち西日本エリアを担当する発

売元として三菱商事株式会社（以下「三菱商事」といいます。）との取引を始め、平成

10年に東日本エリアを当時担当していた会社が会社更生法の適用を申請したことに伴

い、同エリアについても同社が担当することになり、現在、三菱商事は当社商品の総

発売元となっております。 

また、当社は、将来を見据えて更なる成長と発展を望むためには、事業領域の拡大

や本格的な海外市場への参入等を視野に入れる必要があるものと考えております。 

このような考えのもと、我が国における大手総合商社としてグローバルなネットワ

ークを有し、当社商品の総発売元でもある三菱商事との更なる関係強化を行うことは、

将来における当社の成長と発展に資すると考えられることから、同社を割当予定先と

して決定いたしました。 

なお、本件自己株式の処分と同時期に、当社代表取締役副会長永谷明及び当社個人

株主２名が三菱商事に株式を売却する予定であり、全ての取引が実施された場合、三

菱商事の当社株式の議決権所有割合は 11.07％となります。したがって、三菱商事は

当社の主要株主となる予定です。 
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３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 
（１）調達する資金の額（差引手取概算額） 

処分価額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円） 

444,080,000 － 444,080,000 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

本自己株式処分により調達する資金は、平成 22 年９月 13 日以降全額運転資金に充

当します。なお、支出実行までの資金管理は、当社預金口座にて管理を行います。 

 

４．資金使途の合理性に関する考え方 
   本自己株式の処分により調達する資金は当社の業務運営に資するものであり、合理

性があるものと考えております。 
 

５．処分条件等の合理性 
（１）処分条件（処分価額等）が合理的であると判断した根拠 

   処分価額につきましては、本件第三者割当による自己株式処分の取締役会決議日の

直近取引日である平成 22 年８月 24 日から３ヶ月遡った期間（平成 22 年５月 25 日か

ら平成 22 年８月 24 日まで）の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」と

いいます。）における当社株式の終値平均価額といたしました。直近３ヶ月間の当社株

式の終値の平均値を採用することにつきましては、恣意性を排除した価額とすること

を目的として、当社と三菱商事の間で合意しております。すなわち、特定の一時点を

基準とした場合には一時的な相場変動による影響を受ける可能性があり、当社は平成

22 年３月期の連結決算短信を平成 22 年５月 14 日に開示しており、直近の業績が反映

された期間における平均価格に基づく算定方法によることで、算定根拠に客観性を持

たせることができ、合理的であると判断したためです。 

なお、処分価額（854 円）につきましては、本件第三者割当の取締役会決議日の直

近取引日である平成 22 年８月 24 日終値（846 円）に対して 1.0％のプレミアム、直近

取引日から１ヵ月遡った期間の終値平均値（848 円）に対して 0.8％のプレミアム、直

近取引日から６ヵ月遡った期間の終値平均値（862 円）に対しては、1.0％のディスカ

ウントとなります。上記を勘案した結果、今回の自己株式処分に係る処分価額は、特

に有利なものとはいえず、合理的なものと判断しております。 

取締役会に出席した監査役４名（うち社外監査役２名）は、上記処分価額につきま

しては、特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。 

 

（２）処分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 

   本件第三者割当による自己株式の処分株式数は 520,000 株であり、当社の発行済株

式数の 1.36％、総議決権数の 1.38％となりますが、本自己株式処分は三菱商事との関

係強化を目的に行うものであることから、当社企業グループの企業価値の向上に繋が

るものと考えており、処分数量及び株式の希薄化の規模は合理的であり流通市場への

影響は軽微であると考えております。 
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６．処分先の選定理由等 
（１）処分先の概要 

①名称 三菱商事株式会社（上場コード 8058） 

②所在地 東京都千代田区丸の内二丁目３番１号 

③代表者の役職・氏名 代表取締役社長 小林 健 

④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。 
⑤資本金 203,228 百万円 

⑥設立年月日 昭和 25 年４月１日 

⑦発行済株式数 1,696,687 千株 

⑧決算期 ３月 31 日 

⑨従業員数 58,583 人（連結） 

⑩主要取引先 三菱重工業株式会社、Malaysia LNG Sdn. Bhd.等 

⑪主要取引銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行 

⑫大株主及び持株比率 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)  
東京海上日動火災保険株式会社  
明治安田生命保険相互会社  
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(三菱重工業株

式会社口・退職給付信託口) 

6.66％
5.30％
4.24％
4.04％
2.88％

⑬当事会社間の関係 

資本関係 

当該会社は当社株式 3,169,996 株（発行済株式総数の

8.28％）を保有しております。また、当社は当該会社株式

310,000 株（発行済株式総数の 0.02％）を保有しておりま

す。 

人的関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありま

せん。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係

者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありませ

ん。 

取引関係 当社と当該会社とは、特約売買契約を締結しており、当社

商品の総発売元として、代金回収業務を委託しております。

 

関連当事者へ

の該当状況 

上記「２．処分の目的及び理由」に記載の他の株主の当該

会社への当社株式の売却が実行された場合、当該会社は当

社の関連当事者になります。 
⑭最近３年間の経営成績及び財政状態（連結） 

決算期 平成 20 年３月期 平成 21 年３月期 平成 22 年３月期

株主資本  2,873,510 2,383,387 2,961,376

総資産  11,750,441 10,918,003 10,891,275

１株当たり株主資本（円）  1750.86 1450.72 1801.84
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売上高  23,103,043 22,389,104 17,098,705

売上総利益  1,172,222 1,463,152 1,016,683
継続事業に係る法人税等及び

持分法による投資損益前利益  
552,549 388,228 294,268

株主に帰属する当期純利益  470,859 369,936 273,147
１株当たり株主に帰属する当

期純利益（円）  283.82 225.24 166.24

１株当たり配当金(円)(個別）  56.00 52.00 38.00
（単位：百万円。特記しているものを除く。）  

  ※なお、処分先は株式会社東京証券取引所既上場会社であります。 
 

（２）処分先を選定した理由 
上記「２．処分の目的及び理由」に記載のとおり、将来を見据えた当社の事業展開

は、成長発展を望むためには、事業領域の拡大や本格的な海外市場への参入等も視野

に入れる必要があります。 

このような考えのもと、我が国における大手総合商社としてグローバルなネットワ

ークを有し、当社商品の総販売元でもある三菱商事との更なる関係強化を行うことは、

将来における当社の成長と発展に資すると考えられることから、同社を割当予定先と

して決定いたしました。 

 
（３）処分先の保有方針 
 当社との関係強化を目的とした投資であり、原則として長期保有する方針であると

伺っております。なお、当社は、割当予定先に対して、払込期日から２年間において、

割当予定先が本自己株式処分により取得した当社普通株式の全部又は一部を譲渡した

場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名又は名称及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲

渡価額、譲渡の理由、譲渡の方法等所定の内容を書面に記載のうえ当社に報告し、当

該報告に基づく報告を当社が株式会社東京証券取引所に行い、当該内容が公衆の縦覧

に供されることに同意することについての確約の内諾を受けております。 

 

 （４）処分先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 
   当社は、割当予定先の直近の有価証券報告書（平成 22 年６月 24 日提出）における

財務諸表に現金及び預金として 546,312 百万円計上されており、割当予定先との取引

においても、取引開始から現在に至るまで支払遅延等も一切発生しておらず、割当予

定先に対するヒアリング等の調査を考慮した結果、本自己株式処分に係る払込みにつ

いて確実性があるものと判断しております。 
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７．処分後の大株主及び持株比率 
処分前（平成 22 年３月 31 日現在） 処分後 

三菱商事株式会社 8.28％ 三菱商事株式会社 10.89％

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 4.71％ 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 4.71％

永谷 博 4.70％ 永谷 博 4.29％

永谷 明 4.43％ 永谷 明 4.01％

株式会社みずほ銀行(常任代

理人 資産管理サービス信託

銀行株式会社) 

3.63％

株式会社みずほ銀行(常任代

理人 資産管理サービス信託

銀行株式会社) 

3.63％

松竹株式会社 3.21％ 松竹株式会社 3.21％

大正製薬株式会社 2.95％ 大正製薬株式会社 2.95％

株式会社ワコール 2.91％ 株式会社ワコール 2.91％

永谷 宗次 2.67％ 永谷 栄一郎 2.46％

永谷 栄一郎 2.46％ 永谷 泰次郎 2.46％

永谷 泰次郎 2.46％ 永谷 宗次 2.26％

（注）１．平成 22 年３月 31 日現在の株主名簿を基準としております。 

２．前述「２．処分の目的及び理由」に記載した、一連の取引の実施後の状況であります。 

 
８．今後の見通し 

   本件自己株式処分による業績への影響は軽微であると予想しています。 
 

９．企業行動規範上の手続きに関する事項 
   本件第三者割当は、①希釈化率が 25％未満であること、②支配株主の異動に伴うも

のではないことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独

立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。 
 

10．支配株主との取引等に関する事項 
   本取引は、支配株主との取引等に該当しません。 
 

11．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） 

決算期 平成 20 年３月期 平成 21 年３月期 平成 22 年３月期

連結売上高 58,773 百万円 64,511 百万円 66,175 百万円

連結営業利益 2,059 百万円 2,095 百万円 2,359 百万円

連結経常利益 2,118 百万円 2,226 百万円 2,505 百万円

連結当期純利益 696 百万円 147 百万円 1,580 百万円

１株当たり連結当期純

利益 18.48 円 3.92 円 42.02 円

１株当たり配当金 15.50 円 15.50 円 15.50 円

１株当たり連結純資産 584.45 円 555.85 円 596.68 円
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（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 22 年３月 31 日現在） 

 株式数 発行済株式数に対

する比率 
発行済株式総数 38,277,406 株 100.0％ 
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（行使価額）

における潜在株式数 －株 －％ 

上限値の転換価額（行使価額）

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 20 年３月期 平成 21 年３月期 平成 22 年３月期 

始 値 ８９０円 ８２３円 ８５６円 

高 値 ９１２円 ８９８円 ８９５円 

安 値 ７６７円 ７４８円 ８０４円 

終 値 ８２２円 ８４８円 ８８１円 
 
  ②最近６か月間の状況 

 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 

始 値 ８５２円 ８７１円 ８７７円 ８６５円 ８４４円 ８６０円

高 値 ８７２円 ８９５円 ８８４円 ８６５円 ８７７円 ８７３円

安 値 ８４０円 ８６６円 ８６０円 ８３１円 ８４２円 ８４５円

終 値 ８６６円 ８８１円 ８６４円 ８４３円 ８６０円 ８４５円

 
  ③発行決議日前日における株価 

 平成 22 年８月 24 日

始 値 ８４３円

高 値 ８４６円

安 値 ８４３円

終 値 ８４６円

 
（４）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。 
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12．処分要項 
 （１）処分する株式の種類・数  普通株式 520,000 株 

 （２）処分価額         １株につき 金 854 円 

 （３）処分価額の総額         444,080,000 円 

 （４）処分方法         第三者割当による 

 （５）申込期間         平成 22 年９月９日（木）から 

平成 22 年９月 10 日（金）まで 

 （６）払込日          平成 22 年９月 10 日（金） 

 （７）処分先及び処分株式数   三菱商事株式会社 520,000 株 

 （８）上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件としておりま

す。 

 
Ⅱ．主要株主の異動の見込み 
 １．異動が生じる経緯 
   上述のとおり、平成 22 年９月 10 日を払込期日とする第三者割当による自己株式処

分の実施にともない、当社の主要株主に異動が生じるものです。 
 
 ２．異動年月日 
   平成 22 年９月 10 日 

 
 ３．異動した株主の概要 
   三菱商事株式会社 

  ※ 詳細につきまして、上述の「Ⅰ．自己株式の処分について ６．処分先の選定

理由等（１）処分先の概要」に記載のとおりであります。 
 
 ４．当該株主の所有株式数（議決権数）及び総株主の議決権数の数に対する割合 

議決権の数 
（所有株式数） 

総株主の議決権の

数に対する割合 大株主順位

異動前 

（平成 22 年３月 31 日現在）

3,169 個

（3,169,996 株）
8.53％ １位 

異動後 
4,169 個

（4,169,996 株）
11.07％ １位 

  （注）１．異動前の総議決権数 37,134 個 

異動後の総議決権数 37,654 個 

２．平成 22 年３月 31 日現在の発行済株式総数 38,277,406 株 

 
以 上 
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