
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】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 1,200,000,000 

計 1,200,000,000 
 

種類 
第２四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成26年９月30日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成26年11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 400,000,000 400,000,000 
東京証券取引所 
(市場第一部) 

権利内容に制限のない標準と
なる株式 
単元株式数は100株です。 

計 400,000,000 400,000,000 ― ― 
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(2) 【新株予約権等の状況】 

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。 

 第34回新株予約権（平成26年６月25日定時株主総会決議及び同年７月31日取締役会決議、同年８月28日発行） 

  

第35回新株予約権（平成26年７月31日取締役会決議、同年８月28日発行）  

  

 

決議年月日 平成26年６月25日及び同年７月31日 

新株予約権の数（個） 769 （注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 76,900 （注）２ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １ （注）３ 

新株予約権の行使期間 平成29年８月１日～平成41年７月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   1,899.5(注)４ 

資本組入額 950 

新株予約権の行使の条件 (注)５ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)６ 
 

決議年月日 平成26年７月31日 

新株予約権の数（個） 574 （注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 57,400 （注）２ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １ （注）３ 

新株予約権の行使期間 平成29年８月１日～平成41年７月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   1,899.5(注)４ 
資本組入額 950 

新株予約権の行使の条件 (注)５ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)６ 
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(注) １  新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株である。 
   ２  当社が株式の分割(当社の株式無償割当てを含む。)又は株式の併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下「対象

株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。 

      調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率 
    また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整する。 

    ３  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式１株当たり

の払い込む金銭の額を１円とし、これに対象株式数を乗じた金額とする。 

     ４  発行価格は、本新株予約権の払込金額１株当たり1,898.5円と行使時の払込金額１株当たり１円を合算している。 
５  (１)新株予約権の割当てを受けたものは、権利行使時においても、当社の取締役又は執行役員の地位にあることを要す。ただし、

任期満了による退任その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 
(２)新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人のうち１名に限

り新株予約権を承継することができる。ただし、再承継はできない。 
(３)その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定める

ところによる。 
６  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織

再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」

という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホま

でに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合

においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再

編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移

転計画において定めた場合に限るものとする。 
(１)交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権の割当てを受けた者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。 
(２)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 
(３)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)２に準じて決定する。 
(４)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)３で定められる行使価額を組織再編の条件等を勘案の

上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗

じて得られる金額とする。 
(５)新株予約権を行使することができる期間 

残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了

日までとする。 
(６)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。 
(７)譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 
(８)新株予約権の取得条項 

残存新株予約権について定められた取得条項に準じて決定する。 
(９)その他の新株予約権の行使の条件 

残存新株予約権について定められた行使の条件に準じて決定する。 
  

(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26年７月１日～ 
平成26年９月30日 

― 400,000 ― 64,506 ― 70,258 
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(6) 【大株主の状況】 

  平成26年９月30日現在 

(注) １  日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）および日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信

託口）の持株数は、全て信託業務に係る株式です。 

２  株式会社みずほ銀行の持株数23,526千株には、同社を名義人とした13,526千株のほか、「みずほ信託銀行株

式会社退職給付信託みずほ銀行口再信託受託者資産管理サービス信託銀行株式会社」を名義人とした、同社

の退職給付信託10,000千株（議決権留保型6,000千株、議決権放棄型4,000千株）を含めています。 

なお、同社から、平成26年５月22日付で共同保有者合計で32,157千株（持株比率8.03％）を保有しており、

そのうち、23,526千株（同5.88％）を同社が保有している旨の大量保有に関する変更報告書が関東財務局長

に提出され、当社はその写しの送付を受けています。 

３ 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループから、平成23年4月18日付で共同保有者合計で26,236千株（持株

比率6.55％）を保有しており、そのうち21,838千株（同5.45％）を三菱UFJ信託銀行株式会社が保有してい

る旨の大量保有に関する変更報告書が関東財務局長に提出され、当社はその写しの送付を受けています。し

かし、当社として当第２四半期会計期間の末日における同社の実質保有株式数の確認ができないため、上記

大株主には含めていません。 

４ 三井住友信託銀行株式会社から、平成26年８月21日付で共同保有者合計で20,060千株（持株比率5.01％）を

保有しており、そのうち14,600千株（同3.65％）を同社が保有している旨の大量保有に関する変更報告書が

関東財務局長に提出され、当社はその写しの送付を受けています。しかし、当社として当第２四半期会計期

間の末日における同社の実質保有株式数の確認ができないため、上記大株主には含めていません。 

５ キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーから、平成26年９月５日付で28,189千株（持

株比率7.04％）を保有している旨の大量保有に関する変更報告書が関東財務局長に提出され、当社はその写

しの送付を受けています。しかし、当社として当第２四半期会計期間の末日における同社の実質保有株式数

の確認ができないため、上記大株主には含めていません。 

なお、同社から、平成26年10月22日付で32,714千株（持株比率8.17％）を保有している旨の大量保有に関す

る変更報告書が関東財務局長に提出され、当社はその写しの送付を受けています。 

 

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(％) 

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社（信託口）(注)１ 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 29,625 7.40 

JP MORGAN CHASE BANK 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 
（東京都中央区月島四丁目16番13号） 

28,039 7.00 

株式会社みずほ銀行 
（常任代理人 資産管理サービス
信託銀行株式会社）(注)２ 

東京都千代田区大手町一丁目５番５号 
（東京都中央区晴海一丁目８番12号 晴
海アイランドトリトンスクエアオフィス
タワーZ棟） 

23,526 5.88 

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社（信託口）(注)１ 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 13,833 3.45 

資生堂従業員自社株投資会 東京都中央区銀座七丁目５番５号 9,695 2.42 

損害保険ジャパン日本興亜株式会
社 

東京都新宿区西新宿一丁目26番１号 5,934 1.48 

日本生命保険相互会社 
東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 
日本生命証券管理部内 

5,615 1.40 

三井住友海上火災保険株式会社 東京都千代田区神田駿河台三丁目９番地 5,600 1.40 

NORTHERN  TRUST  CO.(AVFC)  SUB 
A/C NON TREATY 
（常任代理人 香港上海銀行東京
支店 カストディ業務部） 

50  BANK  STREET  CANARY  WHARF  LONDON 
E14 5NT, UK 
（東京都中央区日本橋三丁目11番１号） 

5,494 1.37 

STATE  STREET  BANK  AND  TRUST 
COMPANY 
（常任代理人 香港上海銀行東京
支店 カストディ業務部） 

ONE  LINCOLN  STREET,  BOSTON  MA  USA 
02111 
（東京都中央区日本橋三丁目11番１号） 

4,869 1.21 

計 ― 132,233 33.05 
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(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成26年９月30日現在 

(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100株(議決権１個)含まれていま

す。 

２  「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式７株が含まれています。 

  

② 【自己株式等】 

平成26年９月30日現在 

  

２ 【役員の状況】 

該当事項はありません。 

  

 

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 
1,306,300 

― 権利内容に制限のない標準となる株式 

完全議決権株式(その他)(注)１ 
普通株式 

398,273,500 
3,982,735 同上 

単元未満株式(注)２ 
普通株式 

420,200 
― １単元(100株)未満の株式 

発行済株式総数 400,000,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 3,982,735 ― 
 

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) 
株式会社資生堂 

東京都中央区銀座 
七丁目５番５号 

1,306,300 ― 1,306,300 0.32 

計 ― 1,306,300 ― 1,306,300 0.32 
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