
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 2,500,000,000

計 2,500,000,000

 

②【発行済株式】

種類
 第2四半期会計期間末
   現在発行数（株）
（平成26年9月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年11月14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 1,624,036,751 1,624,036,751

東京、名古屋

（以上各市場第一部）、

ロンドン各証券取引所

発行済株式は

全て完全議決

権株式かつ、

権利内容に限

定のない株式

です。

単元株式数は

100株です。

計 1,624,036,751 1,624,036,751 － －

(注) 平成26年7月18日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を決議し、平成26年7月

     31日付で29,469,000株の自己株式の消却を実施しています。

 

（2）【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）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

（5）【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）

平成26年7月1日～ 

平成26年9月30日
△29,469 1,624,037 － 204,447 － 214,161

(注) 平成26年7月31日付の自己株式の消却(29,469,000株)の実施により、発行済株式総数残高は減少しました。
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（6）【大株主の状況】

    平成26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 92,315 5.68 

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号 74,534 4.58 

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 64,846 3.99 

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 62,300 3.83 

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） 

東京都港区浜松町二丁目11番3号 48,920 3.01 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 25,620 1.57 

ステート ストリート バンク 

アンド トラスト カンパニー 

505223 

（常任代理人 株式会社みずほ銀行

決済営業部） 

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 

U.S.A. 

（東京都中央区月島四丁目16番13号） 

24,911 1.53 

野村信託銀行株式会社（退職給付 

信託・三菱ＵＦＪ信託銀行口） 
東京都千代田区大手町二丁目2番2号 22,088 1.36 

ザ バンク オブ ニユーヨーク 

メロン エスエーエヌブイ 10 

（常任代理人 株式会社三菱東京 

ＵＦＪ銀行） 

RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, 

BELGIUM 

（東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 

決済事業部） 

19,981 1.23 

日本マスタートラスト信託銀行 

株式会社（退職給付信託口・ 

三菱電機株式会社口） 

東京都港区浜松町二丁目11番3号 17,768 1.09 

計   453,285 27.91 
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（7）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成26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        4,273,000

（相互保有株式）

普通株式           97,900

－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式    1,619,149,700 16,191,497 －

単元未満株式 普通株式          516,151 －
一単元（100株） 

未満の株式

発行済株式総数 1,624,036,751 － －

総株主の議決権 － 16,191,497 －

  （注）1．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,100株含まれています。 

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数31個が含まれています。

2．「単元未満株式数」には、次の自己株式及び相互保有株式が含まれています。

自己株式                              25株

㈱ヨネイ                              46株

松谷化学工業㈱                        55株

 

②【自己株式等】

平成26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(％)

三菱商事㈱(自己株式)
東京都千代田区丸の内

二丁目3番1号
4,273,000 － 4,273,000 0.26

㈱ヨネイ
東京都中央区銀座

二丁目8番20号
46,900 － 46,900 0.00

㈱ミツハシ
神奈川県横浜市金沢区

幸浦二丁目25番地
30,000 － 30,000 0.00

㈱中村商会
東京都中央区日本橋

本石町三丁目1番7号
14,400 － 14,400 0.00

松谷化学工業㈱
兵庫県伊丹市北伊丹

五丁目3番地
6,600 － 6,600 0.00

計 － 4,370,900 － 4,370,900 0.26
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2【役員の状況】

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

 

- 11 -




