
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 150,000,000 

計 150,000,000 

 

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28年５月31日) 

提出日現在 

発行数(株) 

(平成28年７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 48,284,000 48,284,000

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 

単元株式数100株 

計 48,284,000 48,284,000 － － 

 

(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

(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28年３月１日～ 

平成28年５月31日 
－ 48,284,000 － 6,421,392 － 6,504,868
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(6) 【大株主の状況】 

平成28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 12,885,500 26.68

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 

6,000,000 12.42

KBL EPB S.A. 107704 

（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営

業部） 

43 BOULEVARD ROYAL Lｰ2955 

LUXEMBOURG 

（東京都港区港南２丁目15－１  

品川インターシティＡ棟） 

4,828,900 10.00

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 1,852,100 3.83

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） 

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 

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） 

1,555,500 3.22

CBNYｰGOVERNMENT OF NORWAY 

（常任代理人 シティバンク銀行株式会

社） 

388 GREENWICH STREET, NEW YORK, 

NY 10013 USA 

（新宿区新宿６丁目27番30号） 

1,494,870 3.09

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 1,359,900 2.81

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 

LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG 

FUNDS/UCITS ASSETS 

（常任代理人 香港上海銀行東京支店） 

33 RUE DE GASPERICH, L ｰ 5826 

HOWALDｰHESPERANGE, LUXEMBOURG 

（東京都中央区日本橋３丁目11－

１） 

820,000 1.69

CBLDN THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS 

ICVCｰJAPAN FUND 

（常任代理人 シティバンク銀行株式会

社） 

CITIGROUP CENTRE, CANADA SQUARE, 

CANARY WHARF, LONDON, E14 5LB, 

UK 

（新宿区新宿６丁目27番30号） 

735,200 1.52

HSBC ｰ FUND SERVICES, HBAP CLTS UCITS 

A/C - IRELAND 

（常任代理人 香港上海銀行東京支店） 

1 QUEEN'S ROAD, CENTRAL, HONG 

KONG 

（東京都中央区日本橋３丁目11－

１） 

499,100 1.03

計 － 32,031,070 66.29

(注)１．平成27年10月19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、平成27年10月

15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。 

 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。 
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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 3,233,200 

株券等保有割合 6.70％ 

  ２．平成28年４月６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、平成28年４月１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。 

 なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。 

大量保有者 ハーリー シキャブ（HALLEY SICAV） 

住所 
ルクセンブルク、ロバート・ウィケットキーパー L-2557 

（7A rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg) 

保有株券等の数 4,532,100 

株券等保有割合 9.39％ 

 

(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成28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 48,282,100 482,821 
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 普通株式    1,900 － － 

発行済株式総数 48,284,000 － － 

総株主の議決権 － 482,821 － 

(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400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】 

平成28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】 

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。 
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