
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25年９月30日)

提出日現在 
発行数(株) 

(平成25年11月１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） 

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25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。 

   日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）          1,740千株 

   日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）        1,655千株 

２．当社は、自己株式11,488千株（発行済株式総数の16.96％）を所有しておりますが、上記大株主から除外し

ております。 

３．テンプルトン・インベストメント・カウンセル・エルエルシーから、平成25年４月18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25年４月10日現在における当社株式を以下のとお

り保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、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25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 

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
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） 

4,423 6.53 

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） 

2,705 3.99 

ステート ストリート バンク 
アンド トラスト  
カンパニー ５０５２２３ 
（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. 
（東京都中央区月島４丁目16-13） 

2,576 3.81 

辻 本 憲 三 大阪市中央区 2,008 2.97 

辻 本 美 佐 子 大阪府羽曳野市 1,964 2.90 

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 1,819 2.69 

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 香港上海銀行東
京支店） 

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 
02101 U.S.A. 
（東京都中央区日本橋３丁目11-１） 

1,818 2.69 

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 1,740 2.57 

辻 本 美 之 大阪府羽曳野市 1,669 2.47 

計 ― 26,002 38.40 

氏名又は名称 住所
保有株券等の数 

(千株)
株券等保有割合 

(％)
テンプルトン・インベス
トメント・カウンセル・
エルエルシー 
（Templeton Investment 
Counsel, LLC） 

アメリカ合衆国 33301、フロリダ州、フ
ォート・ローダデイル、セカンドストリ
ート、サウスイースト300 

4,024 5.94 

テンプルトン・グローバ
ル・アドバイザーズ・リ
ミテッド 
（Templeton Global 
 Advisors Limited） 

バハマ連邦、ナッソー、ライフォード・
ケイ、BOX N-7759 

2,712 4.01 

フランクリン・テンプル
トン・インベストメン
ツ・コープ 
（Franklin Templeton  
Investments Corp.） 

カナダ M2N OA7、オンタリオ州、トロン
ト、スイート1200、ヤング・ストリート
5000 

125 0.19 
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４．ハリス・アソシエイツ・エル・ピーから、平成25年８月20日付で大量保有報告書の変更報告書により、平成

25年８月15日現在における当社株式を以下のとおり保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、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。 

 
  

(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26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。 

  

氏名又は名称 住所
保有株券等の数 

(千株)
株券等保有割合 

(％)
ハリス・アソシエイツ・
エル・ピー 
（Harris Associates 
 L.P.） 

60602、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ
市スィート500、ノースラサール街２番地
（2 North LaSalle Street, Suite 500, 
Chicago, IL, USA, 60602） 

4,515 6.67 

   平成25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 

11,488,800 
―

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 

56,011,000 
560,110 同上 

単元未満株式 
普通株式 

223,444 
― 同上 

発行済株式総数 67,723,244 ― ―

総株主の議決権 ― 560,110 ―

  平成25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 

11,488,800 ― 11,488,800 16.96 

計 ― 11,488,800 ― 11,488,800 16.96 

２ 【役員の状況】
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