
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】 

  

  

(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】 

  

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) 
(2015年９月30日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(2015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 ― ― 
 

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) 

2015年７月１日～ 
2015年９月30日 

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

   2015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  上記大株主における株式会社みずほ銀行の2015年９月30日現在の所有株式数21,226千株には、同社を名

義人とした11,226千株のほか、「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、2014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％、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）を含む）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  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、2014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。 

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  株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループから、2015年２月２日付で共同保有者合計で30,281千株（持

株比率7.57％）を保有しており、そのうち23,775千株（同5.94％）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。 

 

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 29,651 7.41 

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） 

28,959 7.23 

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） 

21,226 5.30 

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 15,587 3.89 

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 7,949 1.98 

THE  BANK  OF  NEW  YORK  MELLON 
SA/NV 10 
（常任代理人 株式会社三菱東京
ＵＦＪ銀行） 

RUE  MONTOYERSTRAAT  46,  1000 
BRUSSELS, BELGIUM 
（東京都千代田区丸の内二丁目７番１
号 決済事業部） 

6,390 1.59 

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 

STATE STREET BANK WEST CLIENT 
- TREATY 505234 
（常任代理人 株式会社みずほ銀
行決済営業部） 

1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, 
MA 02171,U.S.A. 
（東京都中央区月島四丁目16番13号） 

5,216 1.30 

計 ― 132,131 33.03 
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５  三井住友信託銀行株式会社から、2015年９月４日付で共同保有者合計で21,636千株（持株比率5.40％）

を保有しており、そのうち15,541千株（同3.88％）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。 

  
(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

 2015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21株が含まれています。 

  

② 【自己株式等】 

 2015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 
921,500 

― 
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 

398,681,900 
3,986,819 同上 

単元未満株式(注)２ 
普通株式 

396,600 
― 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 ― 3,986,819 ― 
 

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 

921,500 ― 921,500 0.23 

計 ― 921,500 ― 921,500 0.23 
 

― 11 ―


