
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 1,200,000,000

計 1,200,000,000

 
②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）

（2017年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（2017年11月８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  502,664,337 同左
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  502,664,337 同左 － －

 

（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
（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）

2017年７月１日～

2017年９月30日
－ 502,664,337 － 37,519 － 135,592
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（６）【大株主の状況】

    2017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 

(信託口) 
東京都港区浜松町２-11-３ 43,562 8.66 

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１-８-11 35,169 6.99 

BNYMSANV AS AGENT/CLIENTS LUX UCITS NON 

TREATY １ 

(常任代理人 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行) 

VERTIGO BUILDING-POLARIS 2-4 

RUE EUGENE RUPPERT L-2453 

LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 

LUXEMBOURG 

(東京都千代田区丸の内２-７-１) 

15,184 3.02 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２-７-１ 13,945 2.77 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 

(三井住友信託銀行再信託分・株式会社三井住

友銀行退職給付信託口) 

東京都中央区晴海１-８-11 11,875 2.36 

日本生命保険相互会社 

(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行

株式会社) 

東京都千代田区丸の内１-６-６ 

(東京都港区浜松町２-11-３) 
10,809 2.15 

野村信託銀行株式会社 

(退職給付信託三菱東京ＵＦＪ銀行口) 
東京都千代田区大手町２-２-２ 10,801 2.14 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 

(信託口９) 
東京都中央区晴海１-８-11 10,486 2.08 

HSBC BANK PLC A/C CLIENTS １ 

(常任代理人 香港上海銀行東京支店) 

8 CANADA SQUARE,LONDON E14 5HQ   

（東京都中央区日本橋３-11-１） 
9,202 1.83 

大同生命保険株式会社 

(常任代理人 日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社) 

大阪府大阪市西区江戸堀 

１-２-１ 

（東京都中央区晴海１-８-11） 

9,040 1.79 

計 － 170,076 33.83 

（注１）2016年10月13日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・

グループの関係会社である株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行他３名の共同保有者が2016年10月５日現在、当社株式を

以下のとおり保有している旨の記載があるものの、当社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株

式数の確認ができませんので、株主名簿上の所有株式数を上記大株主の状況に記載しております。

大量保有報告書提出会社 住所 
保有株券等の数 

（千株） 

株券等の保有割合 

（％） 

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー

プ（共同保有） 
東京都千代田区丸の内２-７-１ 52,264 10.40 
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（注２）公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、以下の会社が当社の株式を相当数保有している旨の記載が

あるものの、当社として当第２四半期会計期間末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。 

大量保有報告書提出会社 住所 報告義務発生日 
保有株券等の数 

（千株） 

株券等の保有割合 

（％） 

ブラックロック・ジャパン株式

会社（共同保有） 

東京都千代田区丸の内 

１-８-３ 
2017年６月15日 30,922 6.15 

テンプルトン・グローバル・ア

ドバイザーズ・リミテッド（共

同保有） 

バハマ連邦、ナッソー、ラ

イフォード・ケイ、BOX N-

7759 

2017年６月30日 30,716 6.11 

イーストスプリング・インベス

トメンツ（シンガポール）リミ

テッド 

シンガポール共和国マリー

ナ・ブルバード１０、#32-

10、マリーナ・ベイ・フィ

ナンシャルセンター・ 

タワー２ 

2017年８月31日 27,467 5.46 

アセットマネジメントOne株式会

社

東京都千代田区丸の内 

１-８-２ 
2017年９月15日 27,266 5.42 

野村證券株式会社（共同保有） 
東京都中央区日本橋 

１-９-１ 
2017年１月31日 26,082 5.19 

三井住友信託銀行株式会社（共

同保有）

東京都千代田区丸の内 

１-４-１ 
2016年２月15日 25,378 5.05 
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】
2017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      6,947,500

－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式    495,320,300 4,953,203 －

単元未満株式 普通株式        396,537 － １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 502,664,337 － －

総株主の議決権 － 4,953,203 －

（注１）役員報酬BIP信託にかかる信託口が所有する当社株式が、「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式に 
    1,274,000株（議決権12,740個）含まれております。
（注２）証券保管振替機構名義の株式が、「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式に15,900株（議決権159個）、 
    「単元未満株式」欄の普通株式に36株含まれております。 
（注３）当社所有の自己保有株式が、「単元未満株式」欄の普通株式に69株含まれております。 
 

②【自己株式等】

2017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）

コニカミノルタ㈱

東京都千代田区丸の内

２－７－２
6,947,500 － 6,947,500 1.38

計 － 6,947,500 － 6,947,500 1.38

（注）上記のほか、役員報酬BIP信託にかかる信託口が所有する当社株式1,274,000株を財務諸表上、自己株式として処
   理しております。
 

２【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四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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