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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29年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年11月６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 ― ―

(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
(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29年９月30日 ― 67,723 ― 33,239 ― 13,114
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(6) 【大株主の状況】

平成29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(％)

株式会社クロスロード 大阪府羽曳野市恵我之荘５丁目２番15号 6,374 9.41

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 4,717 6.97

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 2,201 3.25

辻 本 良 三 大阪市天王寺区 2,019 2.98

辻 本 美 之 大阪府羽曳野市 2,019 2.98

辻 本 春 弘 東京都港区 2,018 2.98

辻 本 憲 三 大阪市中央区 2,009 2.97

ジェーピー モルガン チェー
ス バンク 380055
（常任代理人 株式会社みずほ
銀行決済営業部）

270 PARK AVENUE, NEW YORK, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA
（東京都港区港南２丁目15-１ 品川インタ
ーシティＡ棟）

1,183 1.75

資産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 晴海トリト
ンスクエアタワーＺ

1,016 1.50

ジェーピー モルガン チェー
ス バンク 385632
（常任代理人 株式会社みずほ
銀行決済営業部）

25 BANK STREET, CANARY WHARF,
LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM
（東京都港区港南２丁目15-１ 品川インタ
ーシティＡ棟）

965 1.42

計 ― 24,524 36.21

(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） 4,641千株

　 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,108千株

　 資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 1,016千株

２．当社は、自己株式12,977千株（発行済株式総数の19.16％）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．平成29年７月24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、野村證券株式会社

およびその共同保有者２名が平成29年７月14日現在で当社株式を以下のとおり保有している旨が記載されて

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。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(％)

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 188 0.28

ノムラ セキュリテーズイ
ンターナショナル

Worldwide Plaza 309 West 49th
Street New York, New York
10019-7316

68 0.10

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 2,697 3.98
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成29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

12,977,300
―

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

54,572,800
545,728 同上

単元未満株式
普通株式

173,144
― 同上

発行済株式総数 67,723,244 ― ―

総株主の議決権 ― 545,728 ―

(注) １．「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社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99株および株式会社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】

平成29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

12,977,300 ― 12,977,300 19.16

計 ― 12,977,300 ― 12,977,300 19.16

２ 【役員の状況】

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、次のとおりであります。

(1) 退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役
（監査等委員）

― 小田 民雄 平成29年９月30日

(注) 小田民雄氏は、辞任により退任いたしました。

　

(2) 異動後の役員の男女別人数および女性の比率

　

男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
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