
第３ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

（注）  平成25年７月12日開催の取締役会の決議により、株式の分割に伴い平成25年12月１日を効力発生日として、当

社定款を変更し、発行可能株式総数を株式の分割の割合に応じて増加することといたしました。これにより、

発行可能株式総数は148,500,000株増加して150,000,000株となっております。 

  
② 【発行済株式】 

（注）１ 平成25年７月12日開催の取締役会の決議により、株式の分割に伴い平成25年12月１日を効力発生日として、

普通株式１株につき100株の割合をもって分割を行いました。これにより、発行済株式の総数は41,273,397株

増加して41,690,300株となっております。 

２ 平成25年７月12日開催の取締役会の決議により、株式の分割に伴い平成25年12月１日を効力発生日として、

当社定款を変更し、単元株式数を100株とする単元株制度を採用いたしました。 

  

(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】 

（注） 平成25年７月12日開催の取締役会の決議により、株式の分割に伴い平成25年12月１日を効力発生日として、普

通株式１株につき100株の割合をもって分割を行いました。これにより、発行済株式の総数は41,273,397株増加

して41,690,300株となっております。 

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 1,500,000

計 1,500,000
 

種類 

第２四半期会計期間末 

現在発行数(株) 

(平成25年11月30日) 

提出日現在 

発行数(株) 

(平成26年１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 416,903 41,690,300 東京証券取引所市場第一部 （注） 

計 416,903 41,690,300 － － 
 

年月日 

発行済株式 

総数増減数 

(株) 

発行済株式 

総数残高 

(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25年９月１日～ 

平成25年11月30日 
－ 416,903 － 5,000 － 5,000 
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(6) 【大株主の状況】 

平成25年11月30日現在 

(注) 上記のほか、提出会社名義の自己株式42,401株(発行済株式総数に対する所有割合10.17％)がありますが、会社

法第308条第２項の規定により議決権を有しておりません。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

南部 靖之 兵庫県神戸市 147,632 35.41

株式会社南部エンタープライズ 東京都千代田区大手町二丁目６番４号 37,378 8.97

ゴールドマンサックスインターナシ

ョナル 

（常任代理人 ゴールドマン・サッ

クス証券株式会社） 

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB, UK 

（東京都港区六本木六丁目10番１号 六本

木ヒルズ森タワー） 

17,961 4.31

株式会社サンリオ 東京都品川区大崎一丁目６番１号 11,885 2.85

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 10,045 2.41

シー エム ビー エル， エス エ

ー リ． ミューチャル ファンド 

（常任代理人 株式会社みずほ銀行決

済営業部） 

WOODGATE  HOUSE，COLEMAN  STREET  LONDON 

EC2P 2HD，ENGRAND 

（東京都中央区月島四丁目16番13号） 

9,510 2.28

パソナグループ従業員持株会 東京都千代田区大手町二丁目６番４号 6,416 1.54

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 5,550 1.33

ステート ストリート バンク ウエ

スト ペンション ファンド クライ

アンツ エグゼンプト 

（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） 

4,825 1.16

エイチエスビーシー ファンド サ

ービシィズ アカウント ００６ジ

ェイエフ 

（常任代理人 香港上海銀行東京支

店 カストディ業務部） 

LEVEL 13,1 QUEEN'S ROAD CENTRAL,  

HONGKONG 

（東京都中央区日本橋三丁目11番１号） 

4,405 1.06

計 ― 255,607 61.31
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(7) 【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

平成25年11月30日現在 

  

②【自己株式等】 

平成25年11月30日現在 

  

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 42,401 

完全議決権株式（その他） 普通株式 374,502 374,502 － 

単元未満株式  － － － 

発行済株式総数  416,903 － － 

総株主の議決権  － 374,502 － 
 

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(％) 

株式会社パソナグループ
（自己保有株式） 

東京都千代田区丸の内 

一丁目５番１号 
42,401 － 42,401 10.17 

計 － 42,401 － 42,401 10.17 
 

２ 【役員の状況】

― 11 ―


