
ファイル名:040_0529900501512.doc 更新日時:2003/12/21 10:13 印刷日時:03/12/21 10:40 

― 13 ― 

第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

 

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 9,740,185,400

計 9,740,185,400

 

② 【発行済株式】 
 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成15年９月30日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成15年12月24日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 3,609,997,492 3,609,997,492

東京、名古屋、大
阪、福岡、札幌、
ニューヨーク、ロ
ンドン各証券取引
所 ( 東 京 、 名 古
屋、大阪は市場第
１部) 

― 

計 3,609,997,492 3,609,997,492 ― ― 

(注) 発行済株式は、すべて議決権を有する株式である。 
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(2) 【新株予約権等の状況】 

当社は、商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行している。 

＜第１回新株予約権証券（平成14年6月26日決議分）＞ 
 

 
中間会計期間末現在 
(平成15年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成15年11月30日) 

新株予約権の数 18,760個 18,760個 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 1,876,000株 1,876,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 2,958円 2,958円 

新株予約権の行使期間 
平成16年８月１日から 
平成20年７月31日まで 

平成16年８月１日から 
平成20年７月31日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格および資本組入額 

発行価格 2,958円 
資本組入額 1,479円 

発行価格 2,958円 
資本組入額 1,479円 

新株予約権の行使の条件 

１ 本新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約
権者」という。)の退任・定年退職・転籍・死亡の場合
における本新株予約権の行使については以下のとおりと
する。 

 ①退任・定年退職・転籍の場合 
退任・定年退職・転籍後６ヶ月に限り、行使することが
できるものとする。ただし、当社取締役を退任後ただち
に当社常務役員に就任する場合および当社常務役員を退
任後ただちに当社取締役に就任する場合には、退任にあ
たらないものとする。 

 ②死亡の場合 
本新株予約権の行使はできないものとする。 

２ 上記１に定める以外の行使の条件については、当社と新
株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるところ
によるものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
本新株予約権を譲渡するにあたっては当社取締役会の承認を
要するものとする。 

 
 

＜第２回新株予約権証券（平成15年6月26日決議分）＞ 

 
中間会計期間末現在 
(平成15年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成15年11月30日) 

新株予約権の数 19,580個 19,580個 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 1,958,000株 1,958,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 3,116円 3,116円 

新株予約権の行使期間 
平成17年８月１日から 
平成21年７月31日まで 

平成17年８月１日から 
平成21年７月31日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格および資本組入額 

発行価格 3,116円 
資本組入額 1,558円 

発行価格 3,116円 
資本組入額 1,558円 

新株予約権の行使の条件 

１ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 
２ 新株予約権者は、権利行使時において新株予約権の割当

を受けた時点の会社における取締役、常務役員、従業員
またはその他これらに準ずる地位にあることを要す。た
だし、上記「新株予約権の行使期間」内での退任、定年
退職または転籍の場合はこの限りでない。 

３ 新株予約権の相続はこれを認めない。 
４ その他の条件については，当社と新株予約権者との間で

個別に締結する契約に定めるところによるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 
本新株予約権を譲渡するにあたっては当社取締役会の承認を
要するものとする。 
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当社は、旧商法第341条ノ８の規定に基づく新株引受権付社債を発行している。 

当該新株引受権付社債の新株引受権の残高、行使価格および資本組入額は、次のとおりである。 

 

中間会計期間末現在 
(平成15年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成15年11月30日) 

銘柄 
(発行日) 新株引受権 

の残高 
(百万円) 

行使価格 
 

(円) 

資本組入額
 

(円) 

新株引受権
の残高 
(百万円) 

行使価格 
 

(円) 

資本組入額
 

(円) 

第１回 
無担保新株引受権付社債 
(平成13年８月17日) 

489 4,203 2,102 489 4,203 2,102

(注) 上記は当社海外関係会社の取締役、執行役および幹部社員を対象に新株引受権証券を利用した、擬似スト

ックオプション付与を目的としたものであり、新株引受権の行使請求期間は平成15年８月１日から平成17

年８月３日までである。 

 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
 

(百万円) 

資本金残高
 

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 

(百万円) 

平成15年４月１日～ 
平成15年９月30日 

― 3,609,997 ― 397,049 ― 416,970

 

(4) 【大株主の状況】 

平成15年９月30日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 256,235 7.10

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 253,541 7.02

株式会社豊田自動織機 愛知県刈谷市豊田町二丁目１番地 196,725 5.45

日本生命保険相互会社 大阪市中央区今橋三丁目５番12号 137,426 3.81

資産管理サービス信託銀行株式
会社 

東京都中央区晴海一丁目８番12号 105,845 2.93

株式会社ユーエフジェイ銀行 名古屋市中区錦三丁目21番24号 104,511 2.90

株式会社新生銀行 東京都千代田区内幸町二丁目１番８号 100,506 2.78

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川二丁目27番２号 75,166 2.08

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 73,699 2.04

東京海上火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 70,464 1.95

計 ― 1,374,123 38.06

（注）１  上記のほか、当社が所有している自己株式210,752千株があります。 

２  上記所有株式数のうち信託業務に係る株式は次のとおりである。 

日本マスタートラスト信託銀行㈱256,235千株、日本トラスティ・サービス信託銀行㈱253,541千株、資

産管理サービス信託銀行㈱105,845千株 
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(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成15年９月30日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 487,589,100 ― (注１)(注３) 

完全議決権株式(その他) 3,119,726,000 31,197,260 (注２)(注３) 

単元未満株式 2,682,392 ― (注３) 

発行済株式総数 3,609,997,492 ― ― 

総株主の議決権 ― 31,196,712 ― 

(注１) 「完全議決権株式(自己株式等)」は、自己株式210,752,200株と相互保有株式276,836,900株である。 

(注２) 「完全議決権株式(その他)」には、実質株主名簿に記載されていない株式会社証券保管振替機構名義の

株式が54,800株(議決権548個)含まれている。 

(注３) 当社株式は、すべて普通株式である。 
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② 【自己株式等】 

平成15年９月30日現在 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数

(株) 

他人名義
所有株式数

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

トヨタ自動車㈱ 
(自己株式)※ 

愛知県豊田市トヨタ町１番
地 

210,752,200 ― 210,752,200 5.84

㈱豊田自動織機 
愛知県刈谷市豊田町二丁目
１番地 

196,725,000 ― 196,725,000 5.45

東和不動産㈱ 
愛知県名古屋市中村区名駅
四丁目７番23号 

35,314,200 ― 35,314,200 0.98

アイシン精機㈱ 
愛知県刈谷市朝日町二丁目
１番地 

26,276,300 ― 26,276,300 0.73

豊田通商㈱ 
愛知県名古屋市中村区名駅
四丁目９番８号 

7,755,700 ― 7,755,700 0.21

豊田工機㈱ 
愛知県刈谷市朝日町一丁目
１番地 

3,180,000 ― 3,180,000 0.09

豊田合成㈱ 
愛知県西春日井郡春日町大
字落合字長畑１番地 

1,658,900 ― 1,658,900 0.05

名古屋テレビ放送㈱ 
愛知県名古屋市中区橘二丁
目９番18号 

1,172,000 ― 1,172,000 0.03

タカニチ㈱ 
愛知県豊田市大島町前畑１
番地の１ 

693,600 ― 693,600 0.02

豊田鉄工㈱ 
愛知県豊田市細谷町四丁目
50番地 

648,800 ― 648,800 0.02

岐阜車体工業㈱ 
岐阜県各務原市鵜沼三ツ池
町六丁目455番地 

568,900 ― 568,900 0.02

堀江金属工業㈱ 
愛知県豊田市鴻ノ巣町二丁
目26番地 

560,900 ― 560,900 0.02

アイシン高丘㈱ 
愛知県豊田市高丘新町天王
１番地 

473,100 ― 473,100 0.01

富士通テン㈱ 
兵庫県神戸市兵庫区御所通
一丁目２番28号 

334,300 ― 334,300 0.01

豊臣機工㈱ 
愛知県安城市今本町東向山
７番地 

294,600 ― 294,600 0.01

京三電機㈱ 
茨城県猿島郡総和町大字丘
里11番地３ 

222,400 ― 222,400 0.01

豊田紡織㈱ 
愛知県刈谷市豊田町一丁目
１番地 

201,300 ― 201,300 0.01

トリニティ工業㈱ 
愛知県豊田市柿本町一丁目
９番地 

145,400 ― 145,400 0.00

愛三工業㈱ 
愛知県大府市共和町一丁目
１番地の１ 

141,700 ― 141,700 0.00

福島トヨタ自動車㈱ 
福島県福島市太平寺字沖高
25番地 

131,400 ― 131,400 0.00

アイシン・エィ・ 
ダブリュ㈱ 

愛知県安城市藤井町高根10
番地 

100,100 ― 100,100 0.00

トヨタ部品三重共販㈱ 
三重県津市大字垂水321番
地 

53,300 ― 53,300 0.00

トヨタ部品兵庫共販㈱ 
兵庫県神戸市長田区北町二
丁目９番地の２ 

42,200 ― 42,200 0.00

トヨタ部品神奈川共販㈱ 
神奈川県横浜市保土ヶ谷区
法泉三丁目27番９号 

42,000 ― 42,000 0.00

トヨタ部品広島共販㈱ 
広島県安芸郡坂町平成ヶ浜
一丁目７番41号 

42,000 ― 42,000 0.00

トヨタビスタ福岡㈱ 
福岡県福岡市中央区薬院一
丁目５番８号 

12,700 ― 12,700 0.00

㈱東海理化電機製作所 
愛知県丹羽郡大口町豊田三
丁目260番地 

10,200 ― 10,200 0.00
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所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数

(株) 

他人名義
所有株式数

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

大豊工業㈱ 
愛知県豊田市緑ヶ丘三丁目
65番地 

10,000 ― 10,000 0.00

アイシン軽金属㈱ 
富山県新湊市奈呉の江12番
地の３ 

9,900 ― 9,900 0.00

関東商事㈱ 
神奈川県横須賀市田浦町四
丁目６番地 

8,000 ― 8,000 0.00

愛知製鋼㈱ 
愛知県東海市荒尾町ワノ割
１番地 

7,600 ― 7,600 0.00

津田工業㈱ 
愛知県刈谷市幸町一丁目１
番地１ 

200 ― 200 0.00

セントラル自動車㈱ 
神奈川県相模原市大山町４
番12号 

200 ― 200 0.00

計 ― 487,589,100 ― 487,589,100 13.51

※ 当社所有の自己株式は、商法第210条または211条の３の規定に基づく自己株式の取得、ストックオプション

制度および単元未満株式の買取請求によるものである。 

 

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 

月別 平成15年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 2,710 2,860 3,180 3,520 3,430 3,920

最低(円) 2,455 2,620 2,835 3,000 2,975 3,250

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第１部におけるものである。 

 

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。 




