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第３ 【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 発行可能株式総数(株)

普通株式 300,000,000

計 300,000,000

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2018年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2018年11月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 90,067,000 90,067,000
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株

計 90,067,000 90,067,000 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　 該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

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)

2018年７月１日
～2018年９月30日

― 90,067 ― 12,533 ― 14,565
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(5) 【大株主の状況】

2018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
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT
（常任代理人 香港上海銀行東
京支店 カストディ業務部）

ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111
（東京都中央区日本橋三丁目11番１号）

6,873 8.48

株式会社ウチヤマ・インターナ
ショナル

大阪府茨木市庄一丁目28番10号 5,043 6.22

株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町二丁目２番１号 4,051 5.00

ジェーピー モルガン チェー
ス バンク 385632
（常任代理人 株式会社みずほ
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）

3,692 4.56

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町二丁目11番３号 3,416 4.22

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口４）

東京都中央区晴海一丁目８番11号 3,173 3.92

ブリティッシュ エンパイア
トラスト ピーエルシー
（常任代理人 株式会社みずほ
銀行決済営業部）

51 NEW NORTH ROAD EXETER DEVON EX4 4EP
UNITED KINGDOM
（東京都港区港南二丁目15番１号）

2,164 2.67

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番11号 2,034 2.51

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 1,989 2.45

INVERSIS / IICS JAPAN
（常任代理人 シティバンク、
エヌ・エイ東京支店）

AVENIDA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID SPAIN
（東京都新宿区新宿六丁目27番30号）

1,982 2.45

計 ― 34,422 42.47

(注) １ 当社は、自己株式9,006,741株を保有していますが、上記大株主の状況から除いています。

２ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）には、従業員持株会支援信託ＥＳＯＰ283千株が

含まれています。

３ 次の法人から金融商品取引法に基づく大量保有（変更）報告書の提出があり、次のとおり株式を保有して

いる旨報告がなされていますが、当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができない

ため、上記大株主の状況には含めていません。

氏名又は名称 住 所
保有株券等の数

(千株)
株券等保有
割合(％)

報告日

ティー・ロウ・プライス・ジ
ャパン株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目９
番２号

5,825 6.21 2018年４月20日

キャピタル・リサーチ・アン
ド・マネージメント・カンパ
ニー 他２社（※）１

333 South Hope Street, Los
Angeles, CA 90071, U.S.A.

5,363 5.72 2017年10月６日

三井住友トラスト・ホールデ
ィングス株式会社
（※）２

東京都千代田区丸の内一丁目
４番１号

4,839 5.16 2012年４月18日

株式会社三菱UFJフィナンシ
ャル・グループ

東京都千代田区丸の内二丁目
７番１号

4,783 5.10 2018年４月16日

(※) １ 2018年11月８日付けでキャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーより提出がなされま

した大量保有（変更）報告書および同報告書に係る訂正報告書による同社の保有株券等の数および株券等

保有割合は、同年10月31日現在において3,877千株 4.31％であります。

２ 2018年10月22日付けで三井住友信託銀行株式会社他２社より提出がなされました大量保有（変更）報告書

による同社およびその共同保有者の保有株券等の数および株券等保有割合は、同年10月15日現在において

4,955千株 5.50％であります。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2018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)
(自己保有株式)
普通株式 ― ―

9,006,700

完全議決権株式(その他)
普通株式

810,415 ―
81,041,500

単元未満株式
普通株式

― ―
18,800

発行済株式総数 90,067,000 ― ―

総株主の議決権 ― 810,415 ―

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,500株および従業員

持株会支援信託ＥＳＯＰとして保有する283,400株が含まれています。また、「議決権の数」欄に、同機

構名義の完全議決権株式に係る議決権の数15個および従業員支援信託ＥＳＯＰの完全議決権株式に係る議

決権の数2,834個が含まれています。

２ 「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式41株が含まれています。

② 【自己株式等】

2018年９月30日現在

所有者の氏名
または名称

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(％)

(自己保有株式) 滋賀県彦根市宮田町591番
地１

9,006,700 ― 9,006,700 10.0
フジテック株式会社

計 ― 9,006,700 ― 9,006,700 10.0

（注）上記には、従業員持株会支援信託ＥＳＯＰとして保有する当社株式283,400株を含めていません。

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
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