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第４ 【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 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 1,200,000,000

計 1,200,000,000

 

② 【発行済株式】 

 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成16年９月30日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成16年12月24日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 531,664,337 同左 

東京 
大阪 
名古屋 
フランクフルト 
デュッセルドルフ

― 

計 531,664,337 同左 ― ― 

(注) 当社は、平成16年11月10日名古屋証券取引所、フランクフルト証券取引所、デュッセルドルフ証券取引所

(現地時間)に対し当社株式取引高が極めて少ないため、当該取引所に上場廃止の申請を行いました。提出

日現在名古屋証券取引所は上場廃止完了、フランクフルト証券取引所、デュッセルドルフ証券取引所につ

いては平成17年３月上旬に上場廃止完了予定であります。なお、東京証券取引所、大阪証券取引所には引

き続き市場第一部に上場しております。 

 

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 

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16年９月30日 ― 531,664,337 ― 37,519 ― 157,501
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(4) 【大株主の状況】 

平成16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 43,412 8.17

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 37,442 7.04

ザ チェース マンハッタン バンク 
エヌエイ ロンドン 
(常任代理人株式会社みずほコーポレ
ート銀行兜町証券決済業務室) 

Woolgate House,Coleman Street 
London EC2P 2HD, England 
(東京都中央区日本橋兜町6-7) 

22,969 4.32

ステート ストリート バンク アンド 
トラスト カンパニー 505103 
(常任代理人株式会社みずほコーポレ
ート銀行兜町証券決済業務室) 

P.O.Box 351 Boston, 
Massachusetts 02101 U.S.A. 
(東京都中央区日本橋兜町6-7) 

20,315 3.82

株式会社東京三菱銀行 東京都千代田区丸の内2-7-1 17,794 3.35

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内1-6-6 13,019 2.45

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社 
(三井アセット信託銀行再信託分・株
式会社三井住友銀行退職給付信託口) 

東京都中央区晴海1-8-11 11,875 2.23

日本マスタートラスト信託銀行株式
会社 
(退職給付信託ＵＦＪ銀行口) 

東京都港区浜松町2-11-3 10,801 2.03

大同生命保険株式会社 
(常任代理人日本トラスティ・サービ
ス信託銀行株式会社) 

大阪府大阪市西区江戸堀1-2-1 
(東京都中央区晴海1-8-11) 

9,040 1.70

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コーポレ
ート銀行兜町証券決済業務室) 

Woolgate House, Coleman Street
London EC2P 2HD, England 
(東京都中央区日本橋兜町6-7) 

9,034 1.70

計 ― 195,705 36.81

 

（注）以下の会社から大量保有報告書により当社の株式を相当数保有している旨の報告を受けておりますが、当社と

して当中間期末時点における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は含めておりません。 

なお、大量保有報告書の報告義務発生日はフィデリティ投信株式会社：平成16年６月30日、キャピタル・リサ

ーチ・アンド・マネージメント・カンパニー：平成16年７月31日、モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテ

ッド：平成16年９月30日となっております。 

大量保有報告書提出会社 住所 
保有株券等の数 

(千株) 
株券等の保有割合(％)

フィデリティ投信株式会社 東京都港区虎ノ門4-3-1 47,187 8.88

キャピタル・リサーチ・アンド・ 
マネージメント・カンパニー(共同保有) 

333 South Hope Street, 
Los Angels, CA 90071, U.S.A. 

43,786 8.24

モルガン・スタンレー・ジャパン・ 
リミテッド(共同保有) 

P.O Box 309, Ugland House 
South Church Street, George Town
Grand Cayman, Cayman Islands 

29,145 5.48
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(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 
平成16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) ― ― ― 

(自己保有株式) 
普通株式     629,000

― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(相互保有株式) 
普通株式       6,500

― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式 527,204,000 1,054,408 ― 

単元未満株式 普通株式 3,824,837 ― ― 

発行済株式総数 531,664,337 ― ― 

総株主の議決権 ― 1,054,408 ― 

(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が178,500株(議決権357

個)含まれております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式及び相互保有株式が次のとおり含まれて

おります。 

自己保有株式               199株 

相互保有株式   シナノカメラ工業㈱   210株 

 

② 【自己株式等】 
平成16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) 
コニカミノルタホールディン
グス㈱ 

東京都千代田区丸の内
１―６―１ 

629,000 ― 629,000 0.12

(相互保有株式) 
シナノカメラ工業㈱ 

長野県松本市寿北 
３－７－24 

6,500 ― 6,500 0.00

計 ― 635,500 ― 635,500 0.12

(注) このほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株あります。

なお、当該株式数は①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の中に含まれております。 

 

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 

月別 
平成16年 
４月 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

高(円) 1,644 1,558 1,519 1,567 1,467 1,533

低(円) 1,410 1,356 1,400 1,404 1,255 1,386

(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 
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３ 【役員の状況】 

 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 
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