
①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  1,500,000

計  1,500,000

種類 
第２四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成24年５月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成24年７月10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  456,840  456,840
東京証券取引所 

市場第一部 

当社は単元株

制度は採用し

ておりませ

ん。 

計  456,840  456,840 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（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】

（４）【ライツプランの内容】

（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 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成24年３月１日～ 

平成24年５月31日 
 －  456,840  －  5,454,673  －  5,538,149

－ 8 －



 （注）スパークス・アセット・マネジメント株式会社から、平成23年12月19日付で大量保有報告書及び、平成24年５月

17日付で変更報告書の写しの送付があり、平成24年５月15日現在で以下のとおり株券等を保有している旨の報告

を受けております。株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。

なお、変更報告書の写しの内容は以下のとおりであります。 

  

（６）【大株主の状況】

    平成24年５月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

山口 誠一郎 東京都渋谷区  138,855  30.39

有限会社ゼウスキャピタル 東京都渋谷区上原２丁目22－26－103  60,000  13.13

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  38,727  8.47

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  16,086  3.52

ザ チェース マンハッタン バン

ク エヌエイ ロンドン エス エ

ル オムニバス アカウント 

（常任代理人 株式会社みずほコー

ポレート銀行 決済営業部） 

WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON  

EC2P 2HD,ENGLAND 

（東京都中央区月島４丁目16－13） 

 8,963  1.96

ステート ストリート バンク ア

ンド トラストカンパニー 505104 

（常任代理人 株式会社みずほコー

ポレート銀行 決済営業部） 

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101  

U.S.A． 

（東京都中央区月島４丁目16－13） 

 8,873  1.94

アールビーシー デクシア アイエ

スビー エーシー ルクセンブルク 

ノン レジデント ドメスティック 

レイト 

（常任代理人 シティバンク銀行株

式会社） 

14 PORTE DE FRANCE,ESCH-SUR-A LZETTE, 

LUXEMBOURG,L-4360 

（東京都品川区東品川２丁目３番14号） 

 5,176  1.13

野村信託銀行株式会社（投信口） 東京都千代田区大手町２丁目２－２  4,752  1.04

ステート ストリート バンク ア

ンド トラスト カンパニー 

505041 

（常任代理人 香港上海銀行東京支

店） 

12 NICHOLAS LANE LONDON EC4N 7 BN U.K. 

（東京都中央区日本橋３丁目11－１） 
 4,123  0.90

シービーエヌワイ ディーエフエー 

アイエヌティーエル スモール キ

ャップ バリュー ポートフォリオ 

（常任代理人 シティバンク銀行株

式会社） 

388 GREENWICH STREET,NY, NY 10013, USA 

（東京都品川区東品川２丁目３－14） 
 4,095  0.89

計 ―  289,650  63.40

大量保有者 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 

住所 東京都品川区東品川二丁目２番４号天王洲ファーストタワー 

保有株券等の数 株 23,562

株券保有割合 ％ 5.16

－ 9 －



①【発行済株式】 

 （注）「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４株含まれております。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４個が含まれております。 

  

②【自己株式等】 

  

 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ける役員の異動は、次の通りであります。 

役職の異動 

  

（７）【議決権の状況】

  平成24年５月31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） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式   456,840  456,840

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数  456,840 － － 

総株主の議決権 －  456,840 － 

  平成24年５月31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（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

２【役員の状況】

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日 

取締役 専務執行役員 

事業部門統括 

アセットソリューショ

ン事業１部担当 

アセットソリューショ

ン事業２部担当 

アセットソリューショ

ン事業３部担当 

アセットソリューショ

ン事業推進部担当 

アセットソリューショ

ン事業推進部長 

取締役 専務執行役員 

事業部門統括 

アセットソリューショ

ン事業１部担当 

アセットソリューショ

ン事業２部担当 

アセットソリューショ

ン事業３部担当 

アセットソリューショ

ン事業推進部担当 

建築企画部担当 

アセットソリューショ

ン事業推進部長 

小菅 勝仁 平成24年３月１日 

－ 10 －




