
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 86,400,000

計 86,400,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現在

発行数（株）
（2019年８月31日）

提出日現在発行数（株）
（2019年10月11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 54,169,633 54,169,633
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

100株

計 54,169,633 54,169,633 － －

 

（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）

 2019年６月１日～

 2019年８月31日
－ 54,169 － 3,238 － 2,963
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（５）【大株主の状況】

   2019年８月31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（％） 

イオン㈱ 千葉市美浜区中瀬１丁目５番１号 14,350 28.74 

イオンリテール㈱ 千葉市美浜区中瀬１丁目５番１号 11,558 23.15 

ゴールドマン・サックス・アンド・

カンパニーレギュラーアカウント 

（常任代理人 ゴールドマン・サッ

クス証券㈱） 

２００ ＷＥＳＴ ＳＴＲＥＥＴ ＮＥ

Ｗ ＹＯＲＫ，ＮＹ，ＵＳＡ 

（東京都港区六本木６丁目10番１号） 

2,264 4.54 

日本マスタートラスト信託銀行㈱

（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,575 3.16 

日本トラスティ・サービス信託銀行

㈱（信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,356 2.72 

イオンディライト取引先持株会 大阪市中央区南船場２丁目３番２号 1,025 2.05 

オリジン東秀㈱ 東京都調布市調布ヶ丘１丁目18番１号 854 1.71 

ノーザン トラスト カンパニー 

エイブイエフシー リ フィデリテ

ィ ファンズ 

（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 ＣＡＮ

ＡＲＹ ＷＨＡＲＦ ＬＯＮＤＯＮ Ｅ

１４ ５ＮＴ， ＵＫ 

（東京都中央区日本橋３丁目１１番１

号） 

783 1.57 

ステート ストリート バンク ア

ンド トラスト クライアント オ

ムニバス アカウント オーエムゼ

ロツー ５０５００２ 

（常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営

業部） 

１００ ＫＩＮＧ ＳＴＲＥＥＴ ＷＥ

ＳＴ ＳＵＩＴＥ ３５００ ＰＯＢＯ

Ｘ ２３ ＴＯＲＯＮＴ ＯＯＮＴＡＲ

ＩＯＭ ５Ｘ1Ａ９ ＣＡＮＡＤＡ 

（東京都港区港南２丁目１５番１号 品

川インターシティA棟） 

631 1.26 

イオンディライト従業員持株会 大阪市中央区南船場２丁目３番２号 480 0.96 

計 － 34,879 69.86 

（注）１．上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口）

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口)

1,575千株

1,356千株

２．上記の所有株式数の他に、当社は自己株式を4,238千株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合

7.82％）所有しております。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

2019年８月31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    4,238,500
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式    49,877,400 498,774 －

単元未満株式 普通株式        53,733 － －

発行済株式総数 54,169,633 － －

総株主の議決権 － 498,774 －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式200株（議決権２個）含ま

れております。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式４株が含まれております。

 

②【自己株式等】

2019年８月31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）

イオンディライト㈱ 

大阪市中央区南船場

２丁目３番２号
4,238,500 － 4,238,500 7.82

計 － 4,238,500 － 4,238,500 7.82
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２【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりで
あります。 

（1）新任役員 

該当事項はありません。 

 

（2）退任役員 

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役 － 中山 一平 2019年７月23日 

取締役 － 古川 幸生 2019年７月23日 

取締役兼
常務執行役員

事業統括
水戸 秀幸
（※）

2019年７月23日 

取締役 － 家志 太二郎 2019年７月23日 

取締役 － 定岡 博規 2019年７月23日 

※常務執行役員 事業統括としての役職に異動はありません。 

 

(3）役職の異動 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

代表取締役社長
兼社長執行役員

グループＣＥＯ
代表取締役社長
兼社長執行役員

経営管理統括 兼 経営
管理本部長 兼 財経本
部長

濵田 和成 2019年７月24日

取締役兼
副社長執行役員

支社統括 兼
国内グループ事業
ＣＯＯ

取締役兼
副社長執行役員

支社統括 山里 信夫 2019年７月24日

 

(4）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 

男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

 なお、当社では執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累

計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。 

 

新任   髙見 尚代    2019年８月１日付 

     楠元 松和    2019年８月１日付 
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