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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行株式】
 

種類 発行数 内容

普通株式 8,293,300株
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。

 

(注) １．平成29年８月４日(金)開催の取締役会決議によります。

２．本有価証券届出書の対象とした募集(以下「本第三者割当」といいます。)は、会社法(平成17年法律第86号)

第199条第１項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式を処分する方法により行われるものであり

(以下「本自己株式処分」といいます。)、金融商品取引法第２条に規定する定義に関する内閣府令第９条第

１号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。

３．当社と割当予定先であるマツダ株式会社(以下「割当予定先」又は「マツダ」といいます。)は、平成29年８

月４日付で「業務資本提携(以下「本提携」といいます。)に関する合意書」を締結しております。

４．振替機関の名称及び住所は以下のとおりです。

　　名称：株式会社証券保管振替機構

　　住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

２ 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

 

区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)

株主割当 － － －

その他の者に対する割当 8,293,300株 50,000,305,700 －

一般募集 － － －

計(総発行株式) 8,293,300株 50,000,305,700 －
 

(注) １．第三者割当の方法によります。

２．発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本第三者割当は、

自己株式の処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

 

(2) 【募集の条件】

 

発行価格
(円)

資本組入額
(円)

申込株数単位 申込期間
申込証拠金

(円)
払込期日

6,029 － 100株 平成29年10月２日(月) － 平成29年10月２日(月)
 

(注) １．第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

２．発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本第三者割当は、自己株式処分

により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

３．申込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後に、当社と割当予定先との間で総数引受契約を締結し、払

込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

４．払込期日までに割当予定先との間で総数引受契約を締結しない場合は、本自己株式処分に係る割当は行われ

ないこととなります。
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(3) 【申込取扱場所】

 

店名 所在地

トヨタ自動車株式会社　経理部 愛知県豊田市トヨタ町１番地
 

 

(4) 【払込取扱場所】

 

店名 所在地

株式会社三井住友銀行 名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦二丁目18番24号
 

 

３ 【株式の引受け】

該当事項はありません。

 

４ 【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】

 

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)

50,000,305,700 1,000,000 49,999,305,700
 

(注) １．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

２．発行諸費用の内訳は、有価証券届出書等の書類作成費用等を予定しております。

 

(2) 【手取金の使途】

手取金の使途につきましては、後記「第３　第三者割当の場合の特記事項　１　割当予定先の状況　c 割当予定

先の選定理由」に記載のある、米国での完成車の生産合弁会社の設立に係る設備投資資金(総額16億米ドル(約1,760

億円※))のうち、両社折半により当社が負担する8億米ドル(約880億円※)の一部に充当する予定であり、支出予定

時期は平成29年度から平成32年度頃を予定しております。なお、当該設備投資資金の当社負担金額のうち、手取金

で不足する金額については、自己資金又は将来の資金調達により賄うことを考えております。また、実際に支出す

るまでの手取金につきましては、銀行預金等にて管理する予定です。

※為替レート：平成29年７月31日時点の値である１米ドル＝110円で換算

 

第２ 【売出要項】

該当事項はありません。
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第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

 

１ 【割当予定先の状況】

a.　割当予定先の概要

名称 マツダ株式会社

本店の所在地 広島県安芸郡府中町新地３番１号

直近の有価証券報告書等の提出日
(有価証券報告書)　
事業年度　第151期(自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
平成29年６月29日 関東財務局長に提出

 

 

b.　提出者と割当予定先との間の関係

出資関係

当社が保有している割当予
定先の株式の数

該当事項はありません。

割当予定先が保有している
当社の株式数

該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術又は取引関係
当社は、マツダから車両の供給を受けております。また、当社は、
マツダに対してハイブリッドシステムの技術ライセンス供与を行っ
ております。

 

(注)　割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係は、平成29年８月４日現在におけるものです。

 

c.　割当予定先の選定理由

自動車産業は持続的成長を目指すものの、市場ニーズの多様化、環境・安全にかかわる規制強化、先進技術

の高度化、異業種参入、モビリティビジネスの多様化などが複雑に絡み合い、自動車産業そのものが大きな変

革の時期を迎えています。このような経営環境の変化に対して、当社及びマツダは、これまで培ってきたモノ

造り力、技術力や事業基盤のさらなる強化に努めるだけでなく、両社の協力関係構築により、持続的成長を可

能とする体制を整えていく必要があると考えております。

平成27年5月13日の継続性のある協力関係の構築に向けた覚書の調印・発表以降、当社とマツダは、「クルマ

が持つ魅力をさらに高めていく」ことを念頭に、対等かつ良好な関係を長期にわたり構築する基本的な協業精

神のもと、相互にシナジー効果を発揮しうる分野について協議してまいりました。

本提携に関する合意書の締結は、覚書調印から２年間にわたり、両社が真摯かつ丁寧に協議を積み重ねてき

た検討成果を確認及び表明するものであり、今後両社のさらなる持続的、発展的提携強化・加速につなげるた

めの一里塚となるものと考えています。具体的な共同プロジェクトといたしましては、「米国での完成車の生

産合弁会社設立」「電気自動車の共同技術開発」「コネクティッド技術の共同開発」「先進安全分野における

技術連携」及び「商品補完の拡充」を推進していくことを合意いたしました。両社は今回の共同プロジェクト

により、両社の経営資源の活用や、商品・技術の補完を図るとともに、共同プロジェクトを通じて得る学びを

持続的成長に資する真の競争力強化につなげていきたいと考えております。また、両社の長期的なパートナー

関係の発展・強化を目指すとともに、両社の対等、かつ独立性を維持した継続性のある協業を追求するべく、

マツダが行う第三者割当増資を当社が引き受け、マツダの株式を取得すること、併せて当社が行う第三者割当

による自己株式の処分をマツダが引き受け、同額相当の当社の株式を取得することでも合意いたしました。

今後、両社はそれぞれの経営の自主性を尊重し、対等かつ良好な関係を中長期にわたり構築することで、今

回合意した各共同プロジェクトでの協業実現に向けて検討を進め、「クルマの新たな価値創造」に向け、長期

的パートナーとして相互協力をさらに加速・発展させ、お客様の期待に応えることを通じて持続可能な社会の

発展に貢献していきます。
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＜業務提携に係る合意内容＞

①米国での完成車の生産合弁会社の設立

当社とマツダは、新たな協力関係の構築に向けて、30万台規模の生産能力を持つ完成車の生産に関わる新た

な合弁会社を、米国に両社折半出資で設立することについて検討を進めていくことに合意いたしました。両社

は、各国当局の許認可等が取得できることを前提に、平成33年を目途に新たな合弁会社が設立する米国新工場

の稼働開始を目指し、総額16億米ドル前後を投資し、4,000人規模の雇用を行うことを想定し、今後の検討を進

めていく予定です。従来の商品・技術分野での協業に加え、新たに生産協業を通じ、生産面における競争力の

向上を目指してまいります。

合弁会社では、マツダが北米市場に新しく導入するクロスオーバー車種及び当社の北米市場向けカローラの

生産を行うことを想定しております。マツダは本米国自動車生産合弁事業を通じ、地域・車種の需要動向に機

動的に対応できる生産フレキシビリティを拡大させ、北米で成長が期待される車両を中心とした現地生産体制

を構築することを目指します。当社は成長する北米市場への対応として、本米国自動車生産合弁事業を通じ現

地生産体制の増強を行うことで、一層地域に根ざした経営を進めることを目指します。

②電気自動車の共同技術開発

世界において電気自動車(ＥＶ)への需要と期待が高まる中、発展期にあり予測が難しいＥＶ市場の動向に臨

機応変かつ効率的に対応するため、当社とマツダは力を結集して、自由闊達に知見を出し合いながら、各国の

規制や市場動向に柔軟かつ迅速に対応でき競争力のあるＥＶの基本構造に関する技術を共同で開発することを

検討いたします。共同開発の詳細は今後、検討してまいります。

③コネクティッド・先進安全技術を含む次世代の領域での協業

クルマの情報化、車内外をつなぐ情報連携技術の要求の高まりに備え、車載用マルチメディアシステム関連

技術の共同開発を進めてまいります。また、事故のない安全なクルマ社会の実現に向け、当社が保有する車々

間、路車間通信技術をマツダと連携することで進めてまいります。

④商品補完の拡充

既に北米においてマツダから当社にコンパクトセダンを供給しております。これに加え、日本において当社

からマツダに小型商用２ボックスバンを供給いたします。また、これ以外においても今後グローバルに商品補

完の可能性を検討いたします。

 

d.　割り当てようとする株式の数

当社普通株式　8,293,300株

 

e.　株券等の保有方針

当社は、マツダより、本第三者割当により取得する当社普通株式を長期的に保有する方針であることを口頭

で確認しております。

なお、当社は、マツダより、払込期日から２年以内に割当株式の全部又は一部を譲渡した場合には、譲渡を

受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を直ちに書面により当

社に報告すること、当社が当該報告内容を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

報告すること、並びに当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を取得する予定

であります。

 

f.　払込みに要する資金等の状況

割当予定先であるマツダの第151期有価証券報告書(平成29年６月29日提出)における貸借対照表の現金及び預

金の状況等により、割当予定先が本第三者割当に係る払込みに必要な現金預金を有していることを確認してお

ります。

 

g.　割当予定先の実態

割当予定先であるマツダは、東京証券取引所に上場しており、マツダが東京証券取引所に提出した「コーポ

レート・ガバナンスに関する報告書」の内部統制システム等に関する事項において、反社会的勢力排除に向け

た基本的な考え方及びその整備状況を確認することにより、マツダ及びその役員が反社会的勢力とは一切関係

が無いと判断しております。

 

EDINET提出書類

トヨタ自動車株式会社(E02144)

有価証券届出書（参照方式）

5/9



 

２ 【株券等の譲渡制限】

該当事項はありません。

 

３ 【発行条件に関する事項】

(1) 発行価額の算定根拠及び合理性に関する考え方

本自己株式処分の処分価額につきましては、本自己株式処分に係る取締役会決議日の直前営業日から遡る３ヶ

月間(平成29年５月８日から平成29年８月３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単純平均値

である6,029円(円未満切捨)といたしました。

直近３ヶ月間の当社普通株式の終値の平均値を採用することといたしましたのは、特定の一時点を基準とする

のではなく直近の一定期間の平均株価という平準化された値を採用するほうが、一時的な株価変動などの特殊要

因を排除でき、客観性が高いと考えられ、また、当社は平成29年５月10日に「平成29年３月期決算短信[米国基

準](連結)」において平成29年３月期の連結業績及び平成30年３月期の連結業績予想等を公表しており、同日以降

の株式市場で形成された株価がより当社の直近の経営成績及び財政状況並びに今後の見通しを反映しており、当

該決算発表後の期間と概ね同じ期間である３ヶ月間の平均値を採用することが合理的であると判断したためで

す。

かかる処分価額は、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」にも準拠しており、本自己株

式処分に係る取締役会決議日の直前営業日である平成29年８月３日の東京証券取引所における当社普通株式の終

値である6,225円に対して3.1％(小数点以下第二位を四捨五入。本項において以下同じです。)のディスカウン

ト、直前営業日までの過去１ヶ月間の終値単純平均値6,188円(円未満切捨。本項において以下同じです。)に対し

て2.6％のディスカウント、直前営業日までの過去６ヶ月間の終値単純平均値6,117円に対して1.4％のディスカウ

ントとなっており、いずれの期間においても、割当予定先にとって、特に有利なものではないと判断いたしまし

た。

また、本自己株式処分に係る取締役会に出席した当社監査役６名(うち、社外監査役３名)の全員から、当該処

分価額の算定根拠には合理性があり、かつ日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠し

たものであり、有利発行には該当せず適法である旨の意見を得ております。

 

(2) 発行数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方

本自己株式処分に係る株式数は8,293,300株(議決権個数82,933個)であり、これは、平成29年８月４日現在の当

社株式の発行済株式総数3,310,097,492株に対して0.25％(平成29年３月31日現在の総議決権数30,128,312個に対

する割合0.28％)に相当し、一定の希薄化が生じます。しかしながら、本自己株式処分は本提携の一環として行う

ものであることから、当社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

理的であると判断しております。

 

４ 【大規模な第三者割当に関する事項】

該当事項はありません。
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５ 【第三者割当後の大株主の状況】
 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

総議決権数に対
する所有議決権

数の割合
(％)

割当後の
所有株式数
(千株)

割当後の総議決権
数に対する所有議
決権数の割合(％)

日本トラスティ・サー
ビス信託銀行㈱

東京都中央区晴海一丁
目８番11号

364,338 12.09 364,338 12.06

㈱豊田自動織機
愛知県刈谷市豊田町二
丁目１番地

229,274 7.61 229,274 7.59

日本マスタートラスト
信託銀行㈱

東京都港区浜松町二丁
目11番３号

156,668 5.20 156,668 5.19

日本生命保険(相)
大阪府大阪市中央区今
橋三丁目５番12号

120,605 4.00 120,605 3.99

ステート ストリート
バンク アンド トラス
トカンパニー
(常任代理人㈱みずほ銀
行決済営業部)

P.O.BOX 351 Boston
Massachusetts 02101
U.S.A.
(東京都港区港南二丁目
15番１号)

104,004 3.45 104,004 3.44

㈱デンソー
愛知県刈谷市昭和町一
丁目１番地

86,882 2.88 86,882 2.88

ジェーピー モルガン
チェース バンク
(常任代理人㈱みずほ銀
行決済営業部)

25 Bank Street,Canary
Wharf,London,E14
5JP,United Kingdom
(東京都港区港南二丁目
15番１号)

72,050 2.39 72,050 2.38

三井住友海上火災保険
㈱

東京都千代田区神田駿
河台三丁目９番地

60,811 2.02 60,811 2.01

資産管理サービス信託
銀行㈱

東京都中央区晴海一丁
目８番12号

58,941 1.96 58,941 1.95

ザ バンク オブ ニュー
ヨーク メロン アズ デ
ポ ジ タ リ バ ン ク
フォー デポジタリ レ
シート ホルダーズ
(常任代理人㈱三井住友
銀行)

One Wall Street,New
York,N.Y.10286,U.S.A.
(東京都千代田区丸の内
一丁目３番２号)

56,099 1.86 56,099 1.86

計 － 1,309,676 43.47 1,309,676 43.35
 

(注) １. 所有株式数につきましては、平成29年３月31日現在の株主名簿に記載された数値を記載しております。

２．「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、平成29年３月31日現在の当社の総議決権数(30,128,312個)

を基に算出しております。

３．「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、平成29年３月31日現在の当社の総議決権数

(30,128,312個)に、本第三者割当により増加する議決権数(82,933個)を加算した議決権総数30,211,245個を

基に算出しております。　

４.「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、

小数点以下第３位を四捨五入しております。

 

６ 【大規模な第三者割当の必要性】

該当事項はありません。

 

７ 【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。

 

８ 【その他参考になる事項】

該当事項はありません。

 

第４ 【その他の記載事項】

該当事項はありません。
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第二部 【公開買付けに関する情報】

 

第１ 【公開買付けの概要】

該当事項はありません。

 

第２ 【統合財務情報】

該当事項はありません。

 

第３ 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】

該当事項はありません。

 

第三部 【参照情報】

 

第１ 【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参

照すること。

 

１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度　第113期(自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)

平成29年６月23日　関東財務局長に提出

 

２ 【四半期報告書又は半期報告書】

該当事項はありません。

 

３ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成29年８月４日)までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第11号の規定に基づく臨時報告書を平成29年６月26日に関東

財務局長に提出

 

４ 【訂正報告書】

該当事項はありません。

 

第２ 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(平成29年８月４日)までの

間において、当該有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、本有価証券届出書提出日

(平成29年８月４日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
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第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】

トヨタ自動車株式会社 本社

(愛知県豊田市トヨタ町１番地)

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)

株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄三丁目８番20号)

証券会員制法人福岡証券取引所

(福岡市中央区天神二丁目14番２号)

証券会員制法人札幌証券取引所

(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１)

 
第四部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

 

第五部 【特別情報】

 

第１ 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

　該当事項はありません。
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