
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 6,000,000,000

計 6,000,000,000

 

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27年９月30日）

提出日現在
発行数（株）

（平成27年11月９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 3,373,647,813 3,373,647,813

東京、名古屋、福岡、

札幌各証券取引所

（東京、名古屋は市場第

一部）

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式であり、単

元株式数は1,000株であ

る。（注）

計 3,373,647,813 3,373,647,813 ― ―

（注）「１ 株式等の状況」における「普通株式」は、上表に記載の内容の株式をいう。

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項なし。 

 

（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】

該当事項なし。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項なし。

 

（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
 

（千円）

資本金残高
 

（千円）

資本準備金
増減額

（千円）

資本準備金
残高

（千円）

平成27年７月１日～

平成27年９月30日
― 3,373,647 ― 265,608,781 ― 203,536,197
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（６）【大株主の状況】

    平成27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（％） 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口） 
東京都港区浜松町二丁目11番３号 155,070 4.59 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会

社（信託口） 
東京都中央区晴海一丁目８番11号 131,904 3.90 

野村信託銀行株式会社（退職給付信託三菱

東京ＵＦＪ銀行口） 
東京都千代田区大手町二丁目２番２号 125,666 3.72 

明治安田生命保険相互会社 

（常任代理人 資産管理サービス信託銀行

株式会社） 

東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 

（東京都中央区晴海一丁目８番12号） 
80,022 2.37 

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） 

70,433 2.08 

CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY 

（常任代理人 シティバンク銀行株式会

社） 

388 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 

10013 USA 

（東京都新宿区新宿六丁目27番30号） 

47,103 1.39 

STATE STREET BANK WEST CLIENT - 

TREATY 505234 

（常任代理人 株式会社みずほ銀行） 

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） 

46,165 1.36 

野村信託銀行株式会社（退職給付信託・三

菱ＵＦＪ信託銀行口） 
東京都千代田区大手町二丁目２番２号 45,934 1.36 

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 40,950 1.21 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会

社（信託口１） 
東京都中央区晴海一丁目８番11号 34,358 1.01 

計 － 777,608 23.04 

 

（注）ブラックロック・ジャパン株式会社から、平成27年１月８日付でブラックロック・ジャパン株式会社、ブラック

ロック・アドバイザーズ・エルエルシー、ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー、 

ブラックロック(ルクセンブルグ）エス・エー、ブラックロック・ライフ・リミテッド、ブラックロック・アセッ

ト・マネジメント・アイルランド・リミテッド、ブラックロック・アドバイザーズ（UK）リミテッド、ブラック 

ロック・ファンド・アドバイザーズ及びブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、 

エヌ．エイ．を共同保有者とする大量保有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

る。 

しかしながら、当社としては、平成27年９月30日現在の当該法人の実質所有株式数を完全に確認できないため、上

記大株主の状況は、株主名簿の記載内容に基づいて記載している。 

なお、当該報告書による平成26年12月31日現在の株式所有状況は以下のとおりである。 

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（％） 

ブラックロック・ジャパン株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号 43,927 1.30 

ブラックロック・アドバイザーズ・エル

エルシー(BlackRock Advisers, LLC) 

米国 デラウェア州 ウィルミントン 

ベルビュー パークウェイ 100 
11,872 0.35 

ブラックロック・インベストメント・マ

ネジメント・エルエルシー(BlackRock 

Investment Management LLC) 

〒08540 米国 ニュージャージー州 プ

リンストン ユニバーシティ スクウェ

ア ドライブ 1 

4,041 0.12 
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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（％） 

ブラックロック(ルクセンブルグ）エ

ス・エー(BlackRock (Luxembourg) 

S.A.) 

ルクセンブルク大公国 セニンガーバ

ーグ L-2633 ルート・ドゥ・トレベ 

6D 

4,411 0.13 

ブラックロック・ライフ・リミテッド

(BlackRock Life Limited) 

〒EC2N 2DL 英国 ロンドン市 スロ

グモートン・アベニュー 12 
9,132 0.27 

ブラックロック・アセット・マネジメン

ト・アイルランド・リミテッド

(BlackRock Asset Management Ireland 

Limited) 

〒1 アイルランド共和国 ダブリン 

インターナショナル・ファイナンシャ

ル・サービス・センター JPモルガ

ン・ハウス 

14,527 0.43 

ブラックロック・アドバイザーズ（UK）

リミテッド(BlackRock Advisors (UK) 

Limited) 

〒EC2N 2DL 英国 ロンドン市 スロ

グモートン・アベニュー 12 
5,059 0.15 

ブラックロック・ファンド・アドバイザ

ーズ(BlackRock Fund Advisors) 

米国 カリフォルニア州 サンフラン

シスコ市 ハワード・ストリート 

400 

34,319 1.02 

ブラックロック・インスティテューショ

ナル・トラスト・カンパニー、エヌ．エ

イ．(BlackRock Institutional Trust 

Company, N.A.) 

米国 カリフォルニア州 サンフラン

シスコ市 ハワード・ストリート 

400 

41,694 1.24 

計 ― 168,985 5.01 

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27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 
10,758,000 ― ―

（相互保有株式）

普通株式
242,000 ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式 3,354,696,000 3,354,696 ―

単元未満株式 普通株式 7,951,813 ― ―

発行済株式総数 3,373,647,813 ― ―

総株主の議決権 ― 3,354,696 ―

（注）１．「完全議決権株式（その他）」欄には以下の株式（議決権）が含まれている。

㈱証券保管振替機構 16,000株  （16個） 

役員報酬BIPⅠ信託 1,113,000株（1,113個） 

役員報酬BIPⅡ信託 4,509,000株（4,509個） 

２．株主名簿上当社が発行済株式総数の４分の１以上所有している会社の名義となっているものの、実質的に

は当該会社が所有していない株式が3,141株あり、「完全議決権株式（その他）」欄に3,000株（議決権３

個）及び「単元未満株式」欄に141株を含めて記載している。 
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３．「単元未満株式」欄には以下の自己株式及び相互保有株式が含まれている。 

当社所有  68株 

日本建設工業㈱ 765株 

㈱東北機械製作所 500株 

 

②【自己株式等】

平成27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）          

三菱重工業㈱ 東京都港区港南二丁目16番５号 10,758,000 0 10,758,000 0.31

           

（相互保有株式）          

日本建設工業㈱ 東京都中央区月島四丁目12番５号 72,000 0 72,000 0.00

㈱東北機械製作所 秋田市茨島一丁目２番３号 2,000 0 2,000 0.00

㈱菱友システムズ 東京都港区高輪二丁目19番13号 40,000 0 40,000 0.00

長菱ハイテック㈱ 長崎県諫早市貝津町2165番地 3,000 0 3,000 0.00

神戸発動機㈱ 兵庫県明石市二見町南二見１番地 125,000 0 125,000 0.00

計 ― 11,000,000 0 11,000,000 0.32

（注）１．「自己保有株式」欄には株式付与ESOP信託、役員報酬BIP信託Ⅰ及びBIP信託Ⅱが所有している株式は含ま

れていない。

２．株主名簿上当社が発行済株式総数の４分の１以上所有している会社の名義となっているものの、実質的に

は当該会社が所有していない株式が3,141株あり、上記①の「発行済株式」の「完全議決権株式(その

他)」欄に3,000株（議決権３個）及び「単元未満株式」欄に141株を含めて記載しており、上記②の「自

己株式等」の「相互保有株式」欄には含めていない。

 

２【役員の状況】

該当事項はない。
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