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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 60,000,000

計 60,000,000

② 【発行済株式】

種類
第2四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2018年9月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2018年11月12日)

上場金融商品取引所
名または登録認可金
融商品取引業協会名

内容

普通株式 20,805,407 20,805,407
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株であります。

計 20,805,407 20,805,407 － －
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(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】

決議年月日 2018年6月26日

付与対象者の区分および人数(名) 取締役(社外取締役を除く)3

新株予約権の数(個) (注)1 2 150

新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株)
(注)1 2

普通株式 1,500

新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)1 1

新株予約権の行使期間 (注)1 2018年7月18日～2048年7月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格および資本組入額(円) (注)1

発行価格 7,393
資本組入額 3,697

新株予約権の行使の条件 (注)1

①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日
の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約
権を一括してのみ行使することができる。
②新株予約権者が2018年6月26日から2019年6月25日ま
での間に辞任、死亡その他の理由により当社の取締役
の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、
行使できる新株予約権の数を減ずるものとする。
③割当対象者が新株予約権を放棄した場合、当該割当
者は当該放棄にかかる新株予約権を行使することがで
きないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)1 取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
(注)1

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限
る。)、吸収分割若しくは新設分割(当社が分割会社と
なる場合に限る。)、または株式交換若しくは株式移転
(当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称し
て以下、「組織再編行為」という。)をする場合におい
て、組織再編行為の効力発生日の直前において残存す
る新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞ
れの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホ
までに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」とい
う。)の新株予約権を交付することとする。ただし、一
定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付す
る旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、
新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画にお
いて定めることを条件とする。

(注) 1 新株予約権の発行時(2018年7月18日)における内容を記載しております。

　 2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。

　 ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により

割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。

　 調整後割当株式数＝調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率

　 また、決議日後に、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割

当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるも

のとします。

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。
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(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

(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)

2018年9月30日 － 20,805,407 － 18,169 － 15,912

　

(5) 【大株主の状況】

2018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
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

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1－8－11 2,172 10.52

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内2－1－1 1,374 6.66

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 1,098 5.32

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口9)

東京都中央区晴海1－8－11 843 4.08

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内1－2－1 650 3.15

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG
S.A. 385576
(常任代理人 株式会社みずほ銀
行決済営業部)

EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6,
ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG,
LUXEMBOURG
(東京都港区港南2－15－1)

485 2.35

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG
S.A. 380578
(常任代理人 株式会社みずほ銀
行決済営業部)

EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6,
ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG,
LUXEMBOURG
(東京都港区港南2－15－1)

408 1.98

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1－5－5 400 1.94

資産管理サービス信託銀行株式
会社(証券投資信託口)

東京都中央区晴海1－8－12 391 1.90

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口5)

東京都中央区晴海1－8－11 350 1.70

計 － 8,174 39.58

(注) 1 2018年6月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三菱ＵＦＪ銀行およびその共

同保有者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社が2018年5月28日現在で以下の株式

を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の

確認ができませんので、上記大株主の状況に含めておりません。

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名または名称 住所
保有株券等
の数(千株)

株券等保有割合(％)

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内2－7－1 90 0.43

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1－4－5 812 3.90

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 東京都千代田区有楽町1－12－1 142 0.68

計 ― 1,044 5.02
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2 2018年8月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、JPモルガン・アセット・

マネジメント株式会社およびその共同保有者であるジェー・ピー・モルガン・インベストメント・マネージメ

ント・インク、JPモルガン証券株式会社、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー、ジェ

ー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが2018年8月15日現在で以下の株式を所有している旨が

記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんの

で、上記大株主の状況に含めておりません。

なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名または名称 住所
保有株券等
の数(千株)

株券等保有割合(％)

JPモルガン・アセット・マネジ
メント株式会社

東京都千代田区丸の内2－7－3 1,087 5.23

ジェー・ピー・モルガン・イン
ベストメント・マネージメン
ト・インク

アメリカ合衆国10017ニューヨーク州
ニューヨーク パーク・アベニュー270

29 0.14

JPモルガン証券株式会社 東京都千代田区丸の内2－7－3 0 0

ジェー・ピー・モルガン・セキ
ュリティーズ・ピーエルシー

英国、ロンドン E14 5JP カナリー・ウ
ォーフ、バンク・ストリート25

30 0.14

ジェー・ピー・モルガン・セキ
ュリティーズ・エルエルシー

アメリカ合衆国 ニューヨーク州
10179 ニューヨーク市 マディソン・
アベニュー383番地

43 0.21

計 ― 1,190 5.72

3 2018年9月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、株式会社みずほ銀行およ

びその共同保有者であるみずほ信託銀行株式会社、アセットマネジメントOne株式会社が2018年9月11日現在で

以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所

有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況に含めておりません。

なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名または名称 住所
保有株券等
の数(千株)

株券等保有割合(％)

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1－5－5 596 2.87

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲1－2－1 266 1.28

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 1,497 7.20

計 ― 2,360 11.34

4 2018年9月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、シュローダー・インベス

トメント・マネジメント株式会社およびその共同保有者であるシュローダー・インベストメント・マネージメ

ント・ノースアメリカ・リミテッド、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドが2018

年9月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現

在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況に含めておりません。

なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名または名称 住所
保有株券等
の数(千株)

株券等保有割合(％)

シュローダー・インベストメン
ト・マネジメント株式会社

東京都千代田区丸の内1－8－3 753 3.62

シュローダー・インベストメン
ト・マネージメント・ノースア
メリカ・リミテッド

英国 ＥＣ２Ｙ５ＡＵ ロンドン ロンド
ン・ウォール・プレイス１

573 2.76

シュローダー・インベストメン
ト・マネージメント・リミテッ
ド

英国 ＥＣ２Ｙ５ＡＵ ロンドン ロンド
ン・ウォール・プレイス１

278 1.34

計 ― 1,604 7.71
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2018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 151,000
(相互保有株式)
普通株式 1,500

－ －

完全議決権株式(その他) 普通株式 20,611,900 206,119 －

単元未満株式 普通株式 41,007 － －

発行済株式総数 20,805,407 － －

総株主の議決権 － －

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式等が以下のとおり含まれております。
(自己保有株式)
㈱クレハ 87株

② 【自己株式等】

2018年9月30日現在

所有者の氏名
または名称

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)

㈱クレハ
東京都中央区日本橋浜町
3－3－2

151,000 ─ 151,000 0.73

(相互保有株式)

エルメック電子工業㈱
新潟県新潟市北区木崎
778－45

1,500 ─ 1,500 0.01

計 － 152,500 ─ 152,500 0.73

2 【役員の状況】

　 該当事項はありません。
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