
①【株式の総数】 

（注） 平成25年６月５日開催の取締役会の決議により、平成25年７月１日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発

行可能株式総数は148,500,000株増加し、150,000,000株となっております。 

  

②【発行済株式】 

（注） 平成25年６月５日開催の取締役会の決議により、平成25年７月１日をもって１株を100株に株式分割したこと

により、発行済株式総数は45,227,160株増加し、45,684,000株となっております。また、１単元の株式数を

100株とする単元株制度を採用しております。 

  

 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。 

  

（注） 平成25年６月５日開催の取締役会の決議により、平成25年７月１日をもって１株を100株に株式分割したこと

により、発行済株式総数は45,227,160株増加し、45,684,000株となっております。 

  

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25年５月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成25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  45,684,000

東京証券取引所市場第一

部、シンガポール証券取

引所メインボード 

（注） 

計  456,840  45,684,000 － － 

（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12月１日～ 

平成25年５月31日 
 －  456,840  －  5,454,673  －  5,538,149

－ 6 －



  

（６）【大株主の状況】

  平成25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  19,218  4.20

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  12,545  2.74

ジェーピーエムシー エヌエイ アイティー

エス ロンドン クライアンツ アカウント 

モルガン スタンレイ アンド カンパニー 

インターナショナル 

（常任代理人 ㈱みずほコーポレート銀行） 

25. CABOT SQUARE, LONDON E14 4QA, 

UNITED KINGDAM 

（東京都中央区月島４丁目16－13） 

 10,469  2.29

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 ㈱みずほコーポレート銀行） 

WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON 

EC2P 2HD,ENGLAND 

（東京都中央区月島４丁目16－13） 

 10,297  2.25

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－10  9,014  1.97

株式会社SBI証券 東京都港区六本木１丁目６－１  6,596  1.44

ステート ストリート バンク アンド ト

ラスト カンパニー 

（常任代理人 ㈱みずほコーポレート銀行） 

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 

02101 U.S.A 

（東京都中央区月島４丁目16－13） 

 5,067  1.10

バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム 

クライアント アカウント ジェイピーアー

ルデイ アイエスジー エフイー－エイシー 

（常任代理人 ㈱三菱東京UFJ銀行） 

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET 

LONDON EC4A 2BB UNITEDKINGDOM 

（東京都千代田区丸の内２丁目７－１）

 4,171  0.91

計 －  276,232  60.46

－ 7 －



①【発行済株式】 

（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．平成25年６月５日開催の取締役会の決議により、平成25年７月１日を効力発生日として１株につき100株の

割合で株式を分割し、また、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。これにより、平成

25年７月１日現在の完全議決権株式（その他）の株式数は45,684,000株、議決権数は456,840個、発行済株

式総数は45,684,000株、総株主の議決権数は456,840個となっております。 

  

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25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25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

２部担当 

アセットソリューション事業

推進部担当 

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

推進部担当 

小菅 勝仁 平成25年３月１日

取締役 

専務執行役員管理部門統括 

取締役 

専務執行役員管理部門統括経

営企画部担当 

総務人事部担当 

平野 昇 平成25年３月１日

－ 8 －




