
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 972,305,309 

計 972,305,309 

 

②【発行済株式】

種類 
第２四半期会計期間末 

現在発行数(株) 
（2021年６月30日） 

提出日現在 
発行数(株) 

（2021年８月13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 507,003,362 507,003,362 
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

容に制限のない標準となる株

式であります。 

単元株式数は100株でありま

す。 

計 507,003,362 507,003,362 － － 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 該当事項はありません。 

 

②【その他の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）【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） 

2021年４月１日～ 

2021年６月30日 
－ 507,003 － 220,044 － 87,806 
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（５）【大株主の状況】

    2021年６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（自己
株式を除く。）の
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２－１１－３ 59,150 11.67 

株式会社日本カストディ銀行（信託

口） 
東京都中央区晴海１－８－１２ 27,397 5.41 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内３－３－１ 14,542 2.87 

第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町１－１３－１ 11,200 2.21 

富国生命保険相互会社 東京都千代田区内幸町２－２－２ 10,000 1.97 

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証

券株式会社 
東京都千代田区大手町１－９－２ 9,207 1.82 

株式会社日本カストディ銀行（信託

口７） 
東京都中央区晴海１－８－１２ 9,124 1.80 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１－１－２ 8,028 1.58 

株式会社日本カストディ銀行（信託

口５） 
東京都中央区晴海１－８－１２ 7,356 1.45 

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. 

（東京都港区港南２－１５－１） 

7,154 1.41 

計 － 163,162 32.19 

（注）１ 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）、株式会社日本カストディ銀行（信託口）、株式会社日

本カストディ銀行（信託口７）及び株式会社日本カストディ銀行（信託口５）の所有株式数は、全て信託業

務に係る株式であります。 

２ 株式会社みずほ銀行から、大量保有報告書の提出があり（報告義務発生日 2020年５月15日）、次のとおり

株式を所有している旨報告を受けておりますが、当第２四半期会計期間末現在における当該法人名義の実質

所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。 

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（％）
（*） 

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１－５－５ 5,646 1.17 

みずほ証券 株式会社 東京都千代田区大手町１－５－１ 1,773 0.37 

アセットマネジメントOne株式会社 東京都千代田区丸の内１－８－２ 17,570 3.63 

(*)当該報告書に記載された2020年５月15日現在の発行済株式等総数（483,585,862株）に対する割合。 
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３ 野村證券株式会社から、大量保有報告書（変更報告書）の提出があり（報告義務発生日 2020年10月15

日）、次のとおり株式を所有している旨報告を受けておりますが、当第２四半期会計期間末現在における当

該法人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。 

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（％） 

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１－１３－１ 2,650 0.52 

野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋１－１３－１ 0 0.00 

ノムラ インターナショナル ピー

エルシー（ＮＯＭＵＲＡ ＩＮＴＥ

ＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＰＬＣ） 

1 Angel Lane, London EC4R 3AB, 

United Kingdom 
229 0.05 

野村アセットマネジメント株式会社 東京都江東区豊洲２－２－１ 26,129 5.15 

４ ＳＭＢＣ日興証券株式会社から、大量保有報告書の提出があり（報告義務発生日 2021年２月15日）、次の

とおり株式を所有している旨報告を受けておりますが、当第２四半期会計期間末現在における当該法人名義

の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。 

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（％） 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内３－３－１ 16,494 3.25 

株式会社 三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１－１－２ 8,028 1.58 

三井住友ＤＳアセットマネジメント

株式会社 

東京都港区虎ノ門１－１７－１ 虎ノ門

ヒルズビジネスタワー２６階 
937 0.18 

５ 三井住友信託銀行株式会社から、大量保有報告書（変更報告書）の提出があり（報告義務発生日 2021年６

月15日）、次のとおり株式を所有している旨報告を受けておりますが、当第２四半期会計期間末現在におけ

る当該法人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりませ

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（％） 

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１－４－１ 7,126 1.41 

三井住友トラスト・アセットマネジ

メント株式会社 
東京都港区芝公園１－１－１ 15,479 3.05 

日興アセットマネジメント株式会社 東京都港区赤坂９－７－１ 12,306 2.43 

６ 株式会社三菱ＵＦJフィナンシャル・グループから、大量保有報告書の提出があり（報告義務発生日 2021

年６月28日）、次のとおり株式を所有している旨報告を受けておりますが、当第２四半期会計期間末現在に

おける当該法人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりま

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（％） 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 740 0.15 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１－４－５ 17,113 3.38 

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 東京都千代田区有楽町１－１２－１ 6,427 1.27 

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証

券株式会社 
東京都千代田区大手町１－９－２ 9,288 1.83 
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

        2021年６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） 
－ 

株主としての権利内容に制

限のない標準となる株式 

  180,000 

（相互保有株式） 
－ 

  9,400 

完全議決権株式（その他）   506,282,000 5,062,820 同上 

単元未満株式   531,962 － － 

発行済株式総数   507,003,362 － － 

総株主の議決権   － 5,062,820 － 

（注）１ 「単元未満株式」の欄には、自己保有株式28株及び相互保有株式（今泉酒類販売株式会社）２株、株式報酬

制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行が保有する株式82株が含まれております。 

２ 「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2,800株（議決権の数28個）及び

株式報酬制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行が保有する株式が80,400株（議決権の数804

個）含まれております。 

３ 「完全議決権株式（自己株式等）」「完全議決権株式（その他）」「単元未満株式」は、全て普通株式であ

ります。 

 

②【自己株式等】

        2021年６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） 

アサヒグループホールディ

ングス株式会社 

東京都墨田区吾妻橋 

一丁目23番１号 
180,000 － 180,000 0.04 

（相互保有株式） 

今泉酒類販売株式会社 

福岡県糟屋郡粕屋町大字 

仲原1771番地の１ 
9,400 － 9,400 0.00 

計 － 189,400 － 189,400 0.04 

（注） 株式報酬制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行が保有する株式80,400株は、上記自己保有株式

には含めておりません。 

 

２【役員の状況】

 前年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。 
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