
①【株式の総数】 

     

②【発行済株式】 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

  

  

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  1,400,000,000

計  1,400,000,000

種類 
第２四半期会計期間末
現在発行数（株） 
（平成25年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成25年11月１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  896,963,600  896,963,600
東京証券取引所 

（市場第一部） 

単元株式数 

100株 

計  896,963,600  896,963,600 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（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】

（４）【ライツプランの内容】

（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 
（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７月１日～ 

平成25年９月30日 
 －  896,963,600  －  141,851  －  305,676
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（注）上記のほか、自己株式70,550,290株があります。当該株式数には、当第２四半期会計期間の末日において名義書

換未了により当社名義となっている5,600株が含まれております。 

（６）【大株主の状況】

  平成25年９月30日現在

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 (％) 

京セラ株式会社 
京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番

地 
 114,535,400  12.76

トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町1番地  99,497,600  11.09

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丁目11番3号 

 

 44,854,700

 

 5.00

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丁目8－11  36,240,700  4.04

ステートストリートバンクアンド

トラストカンパニー 

（常任代理人 香港上海銀行東京

支店） 

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 

02101 U.S.A. 

（東京都中央区日本橋3丁目11－1） 

 26,453,599  2.94

ステートストリートバンクアンド

トラストカンパニー505223 

（常任代理人 株式会社みずほ銀

行決済営業部）  

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 

02101 U.S.A. 

（東京都中央区月島4丁目16－13） 

 14,947,857  1.66

ザチェースマンハッタンバンクエ

ヌエイロンドンエスエルオムニバ

スアカウント 

（常任代理人 株式会社みずほ銀

行決済営業部）  

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET 

LONDON EC2P 2HD, ENGLAND 

（東京都中央区月島4丁目16-13） 

 13,402,264  1.49

ユーロクリアーバンクエスエイエ

ヌブイ     

（常任代理人 株式会社三菱東京

ＵＦＪ銀行） 

1 BOULEVARD DU ROI ALBERT Ⅱ, 

B-1210 BRUSSELS, BELGIUM 

（東京都千代田区丸の内2丁目7-1決

済事業部） 

 9,374,274  1.04

メロンバンクエヌエーアズエー 

ジェントフォーイッツクライアン

トメロンオムニバスユーエスペン

ション    

（常任代理人 株式会社みずほ銀

行決済営業部） 

 ONE BOSTON PLACE BOSTON, 

 MA  02108 

（東京都中央区月島4丁目16－13） 

 8,615,324  0.96

ステートストリートバンクアンド

トラストカンパニー505225 

（常任代理人 株式会社みずほ銀

行決済営業部） 

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 

02101 U.S.A. 

（東京都中央区月島4丁目16－13） 

 8,461,664  0.94

計 －  376,383,382  41.96
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①【発行済株式】 

（注）１．「完全議決権株式（自己株式等）」の欄には、当第２四半期会計期間の末日において名義書換未了により当社

名義となっている株式が5,600株含まれております。 

    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 株（議決権394個）含まれて

おります。 

    ３．「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が90株含まれております。 

      

②【自己株式等】 

（注）１．株主名簿上は当社名義となっているものの、実質的に所有していない株式が400株（議決権４個）あります。

当該株式数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式に含めております。 

   ２．上記株式数には、当第２四半期会計期間の末日において名義書換未了により当社名義となっている株式が

5,600株含まれております。 

     ３．上記株式数には、当社が所有する単元未満株式90株は含まれておりません。 

   

該当事項はありません。  

  

（７）【議決権の状況】

  平成25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） 

普通株式 

70,550,200

－ － 

完全議決権株式（その他） 
普通株式 

826,398,700

 

 8,263,987
－ 

単元未満株式 
普通株式 

14,700
－ － 

発行済株式総数 896,963,600 － － 

総株主の議決権 －  8,263,987 － 

39,400

  平成25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） 

KDDI株式会社（注） 

東京都新宿区西新宿 

二丁目３番２号 
70,550,200 －  70,550,200  7.86

計 － 70,550,200 －  70,550,200  7.86

２【役員の状況】
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