
第３ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(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】 

  

 
  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 150,000,000 

計 150,000,000 

種類
第２四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成24年９月30日)

提出日現在 
発行数(株) 

(平成24年11月２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 67,723,244 67,723,244 

東京証券取引所 
（市場第一部） 
大阪証券取引所 
（市場第一部） 

完全議決権株式であり、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。 
単元株式数は100株でありま
す。 

計 67,723,244 67,723,244 ― ―

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24年９月30日 ― 67,723 ― 33,239 ― 13,114 
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(6) 【大株主の状況】 

 
(注) １．上記所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 

   日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）       4,471千株 

   日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）         4,355千株 

   資金管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）       1,470千株 

２．当社は、自己株式10,139千株（発行済株式総数の14.97％）を保有しておりますが、上記大株主から除外し

ております。 

３．モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社から、平成24年９月14日付でモルガン・スタンレー・アンド・カン

パニー・インコーポレーテッド他２名を共同保有者とする大量保有報告書の変更報告書により、平成19年２

月15日現在における当社株式を以下のとおり所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２

四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができておりません。 

  なお、その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。 

  平成24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(％)

有限会社クロスロード 大阪府羽曳野市恵我之荘５丁目２－１５ 5,276 7.79 

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 4,603 6.80 

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１１－３ 4,514 6.67 

818517ノムラルクスマルチカレ
ンシジエイピストクリド 
（常任代理人 株式会社三井住
友銀行） 

BATIMENT A-33 RUE DE GASPERICH, L-5826 
HESPERANGE, LUXEMBOURG 
（東京都千代田区大手町１丁目２－３） 

2,422 3.58 

辻 本 憲 三 大阪市中央区 2,007 2.96 

辻 本 美 佐 子 大阪府羽曳野市 1,964 2.90 

辻 本 美 之 大阪府羽曳野市 1,669 2.47 

辻 本 春 弘 東京都港区 1,547 2.29 

辻 本 良 三 大阪市天王寺区 1,545 2.28 

資金管理サービス信託銀行株式
会社（証券投資信託口） 

東京都中央区晴海１丁目８－１２晴海アイラ
ンドトリトンスクエアオフィスタワーＺ棟 

1,470 2.17 

計 ― 27,021 39.90 

氏名又は名称 住所
保有株券等の数 

(千株)

発行済株式総数 
に対する所有株 
式数の割合(％)

モルガン・スタンレー・ア
ンド・カンパニー・インコ
ー ポ レ ー テ ッ ド (Morgan 
Stanley&Co.Incorporated) 

米国 ニューヨーク州 ブロードウェイ 
1585(1585 Broadway,New York,NY 10036) 

153 0.25 

モルガン・スタンレー・ア
ンド・カンパニー・インタ
ーナショナル・リミテッド
(Morgan  Stanley  &  Co. 
International Limited) 

英国 ロンドン カナリーワーフ カボ
ットスクウェア 25(25 Cabot Square 
Canary Wharf London E14 4QA U.K.) 

1,979 3.24 

モルガン・スタンレー証券
株式会社 

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号 
恵比寿ガーデンプレイスタワー 

109 0.18 
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４．野村證券株式会社から、平成24年９月24日付でNOMURA INTERNATIONAL PLC他１名を共同保有者とする大量保

有報告書の変更報告書により、平成24年９月14日現在における当社株式を以下のとおり所有している旨の報

告を受けておりますが、当社として当第２四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができておりま

せん。 

  なお、その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。 

 
５．フィデリティ投信株式会社から、平成24年10月５日付で同社他１名を共同保有者とする大量保有報告書の変

更報告書により、平成24年９月28日現在における当社株式を以下のとおり所有している旨の報告を受けてお

りますが、当社として当第２四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができておりません。 

  なお、その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。 

 
６．三井住友信託銀行株式会社から、平成24年10月19日付で同社他２名を共同保有者とする大量保有報告書の変

更報告書により、平成24年10月15日現在における当社株式を以下のとおり所有している旨の報告を受けてお

りますが、当社として当第２四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができておりません。 

  なお、その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。 

 
  

氏名又は名称 住所
保有株券等の数 

(千株)

発行済株式総数 
に対する所有株 
式数の割合(％)

NOMURA INTERNATIONAL PLC 
1 Angel Lane,London EC4R 3AB,United 
Kingdom 

202 0.30 

野村アセットマネジメント
株式会社 

東京都中央区日本橋一丁目12番１号 2,805 4.14 

氏名又は名称 住所
保有株券等の数 

(千株)

発行済株式総数 
に対する所有株 
式数の割合(％)

フィデリティ投信株式会社 
東京都港区虎ノ門四丁目３番１号 
城山トラストタワー 

3,236 4.78 

エフエムアール エルエル
シー（FMR LLC） 

米国 02109 マサチューセッツ州ボスト
ン、デヴォンシャー・ストリート82 
(82  Devonshire  Street,Boston, 
Massachusetts 02109,USA) 

1,915 2.83 

氏名又は名称 住所
保有株券等の数 

(千株)

発行済株式総数 
に対する所有株 
式数の割合(％)

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 2,879 4.25 

三井住友トラスト・アセッ
トマネジメント株式会社 

東京都港区芝三丁目33番１号 212 0.31 

日興アセットマネジメント
株式会社 

東京都港区赤坂九丁目７番１号 404 0.60 
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(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

 
(注) １．「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が5,500株(議決権55個)含ま

れております。 

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式66株および証券保管振替機構名義の株式60株が含

まれております。 

  

② 【自己株式等】 

 
  

該当事項はありません。 

  

   平成24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 

10,139,200 
―

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 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

57,349,000 
573,490 同上 

単元未満株式 
普通株式 

235,044 
― 同上 

発行済株式総数 67,723,244 ― ―

総株主の議決権 ― 573,490 ―

  平成24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) 
株式会社カプコン 

大阪市中央区内平野町 
三丁目１番３号 

10,139,200 ― 10,139,200 14.97 

計 ― 10,139,200 ― 10,139,200 14.97 

２ 【役員の状況】
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