
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 174,641,100

計 174,641,100

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2019年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(2019年11月12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 50,394,016 50,394,016
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株であり
ます。

計 50,394,016 50,394,016 ― ―

(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

(株)

発行済株式
総数残高
(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)

2019年９月30日 (注) ― 50,394,016 ― 62,504 △49,500 13,026

(注) 会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
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(5) 【大株主の状況】

2019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
(％)

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１丁目８－11 7,219 14.39

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２丁目11番３号 3,305 6.58

株式会社ＨＫ 広島県福山市王子町１丁目３番５号 3,000 5.98

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ
ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ 505001
（常任代理人：株式会社みずほ銀行決済営業部）

（常任代理人：香港上海銀行東京支店）
（常任代理人：三井住友信託銀行株式会社）

Ｐ．Ｏ．ＢＯＸ 351 ＢＯＳＴＯＮ ＭＡＳ
ＳＡＣＨＵＳＥＴＴＳ 02101 Ｕ．Ｓ．Ａ
（東京都港区港南２丁目15－１ 品川インタ
ーシティＡ棟）
（東京都中央区日本橋３丁目11－１）
（東京都中央区日本橋本町４丁目11－５）

2,132 4.25

ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ
385151

（常任代理人：株式会社みずほ銀行決済営業部）

25 ＢＡＮＫ ＳＴＲＥＥＴ， ＣＡＮＡＲ
Ｙ ＷＨＡＲＦ， ＬＯＮＤＯＮ， Ｅ14
５ＪＰ， ＵＮＩＴＥＤ ＫＩＮＧＤＯＭ
（東京都港区港南２丁目15－１ 品川インタ
ーシティＡ棟）

1,867 3.72

有限会社青山物産 広島県福山市王子町１丁目３番５号 1,810 3.60

青山 理 広島県福山市 1,511 3.01

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信
託口）

東京都中央区晴海１丁目８－12 晴海アイラ
ンドトリトンスクエア オフィスタワーＺ棟

1,360 2.71

ＤＦＡ ＩＮＴＬ ＳＭＡＬＬ ＣＡＰ ＶＡＬ
ＵＥ ＰＯＲＴＦＯＬＩＯ

（常任代理人：シティバンク、エヌ・エイ東京支
店）

ＰＡＬＩＳＡＤＥＳ ＷＥＳＴ 6300，ＢＥ
Ｅ ＣＡＶＥ ＲＯＡＤ ＢＵＩＬＤＩＮＧ
ＯＮＥ ＡＵＳＴＩＮ ＴＸ 78746 ＵＳ
（東京都新宿区新宿６丁目27番30号）

1,299 2.58

ＴＨＥ ＢＡＮＫ ＯＦ ＮＥＷ ＹＯＲＫ
133972

（常任代理人：株式会社みずほ銀行決済営業部）

ＲＵＥ ＭＯＮＴＯＹＥＲＳＴＲＡＡＴ 46，
1000 ＢＲＵＳＳＥＬＳ， ＢＥＬＧＩＵ

Ｍ
（東京都港区港南２丁目15－１ 品川インタ
ーシティＡ棟）

1,235 2.46

計 ― 24,742 49.32

(注) １．所有株式数は、1,000株未満を切り捨てて表示しております。

２．上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 7,219千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 3,305千株

資産管理サービス信託銀行株式会社 1,360千株
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３．2019年９月５日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、ブラックロック・ジ

ャパン(株)及びその共同保有者が2019年８月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているもの

の、当社として2019年９月30日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況に

は含めておりません。

なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(％)
ブラックロック・ジャパ
ン(株)

東京都千代田区丸の内一丁目８番３号 531 1.06

ブラックロック・アドバ
イザーズ・エルエルシー

米国 デラウェア州 ニュー・キャッス
ル郡 ウィルミントン オレンジストリ
ート 1209 ザ・コーポレーション・ト
ラスト・カンパニー気付

77 0.15

ブラックロック・フィナ
ンシャル・マネジメン
ト・インク

米国 ニューヨーク州 ニューヨーク
イースト52ストリート 55

86 0.17

ブラックロック・ファン
ド・マネジャーズ・リミ
テッド

英国 ロンドン市 スログモートン・ア
ベニュー 12

61 0.12

ブラックロック・ライフ
リミテッド

英国 ロンドン市 スログモートン・ア
ベニュー 12

52 0.10

ブラックロック・アセッ
ト・マネジメント・カナ
ダ・リミテッド

カナダ国 オンタリオ州 トロント市
ベイ・ストリート 161、2500号

60 0.12

ブラックロック・アセッ
ト・マネジメント・アイ
ルランド・リミテッド

アイルランド共和国 ダブリン ボール
スブリッジ ボールスブリッジパーク ２
１階

80 0.16

ブラックロック・ファン
ド・アドバイザーズ

米国 カリフォルニア州 サンフランシ
スコ市 ハワード・ストリート 400

486 0.97

ブラックロック・インス
ティテューショナル・ト
ラスト・カンパニー、エ
ヌ．エイ．

米国 カリフォルニア州 サンフランシ
スコ市 ハワード・ストリート 400

1,729 3.43

ブラックロック・インベ
ストメント・マネジメン
ト（ユーケー）リミテッ
ド

英国 ロンドン市 スログモートン・ア
ベニュー 12

71 0.14

合計 ― 3,238 6.43

４．2019年10月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、(株)みずほ銀行及び

その共同保有者が2019年９月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として

2019年９月30日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりま

せん。

なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(％)

(株)みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 119 0.24

みずほ信託銀行(株) 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 182 0.36

アセットマネジメント
One(株)

東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 1,731 3.44

合計 ― 2,034 4.04
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2019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
231,200 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 50,132,000 501,320 ―

単元未満株式 普通株式 30,816 ― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 50,394,016 ― ―

総株主の議決権 ― 501,320 ―

(注) １．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、「株式給付信託（J-ESOP）」により信託口が所有する当

社株式が182,700株含まれております。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式11株が含まれております。

② 【自己株式等】

2019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(％)

（自己保有株式）
青山商事株式会社

広島県福山市王子町
一丁目３番５号

231,200 ― 231,200 0.46

計 ― 231,200 ― 231,200 0.46

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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