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第１ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【所有者別状況】

平成25年２月28日現在
 

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

― 13 22 12 47 ― 1,4091,503 ―

所有株式数
(単元)

― 10,3182,046429,46987,640 ― 26,817556,29059,795

所有株式数
の割合(％)

― 1.86 0.37 77.2015.75 ― 4.82100.00 ―

(注) １  自己株式253,064株は「個人その他」の欄に2,530単元、「単元未満株式の状況」の欄に64株含まれております。

２  上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。
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(2) 【大株主の状況】

平成25年２月28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(％)

東宝㈱ 東京都千代田区有楽町１丁目２番２号 42,742 76.75

ロイヤルバンクオブカナダトラスト
カンパニー（ケイマン）リミテツド
(常任代理人　立花証券㈱)

24　SHEDDEN ROAD PO BOX 1586 GEORGE
TOWN GRAND CAYMAN KY1-1110 CAYMAN
ISLANDS
(東京都中央区日本橋小網町７番２号）

2,774 4.98

メロン　バンク　トリーティー　クラ
イアンツ　オムニバス
(常任代理人　㈱みずほコーポレート
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番13号）
 

1,400 2.51

プロスペクト　ジャパン　ファンド　
リミテッド
(常任代理人　香港上海銀行東京支
店）

TRAFALGAR COURT, LES BANQUES, ST.
PETER PORT, GUERNSEY CHANNEL
ISLANDS, U.K.
(東京都中央区日本橋３丁目11番１号）

1,216 2.18

ノーザン　トラスト　カンパニー　エ
イブイエフシー　リ　ノーザン　トラ
スト　ガンジー　アイリツシユ　クラ
イアンツ
(常任代理人　香港上海銀行東京支
店）

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON
E14 5NT, UK
(東京都中央区日本橋３丁目11番１号）

829 1.48

クレディ・スイス・セキュリティー
ズ（ヨーロッパ）リミテッド　ピー
ビー　オムニバス　クライアント　ア
カウント
(常任代理人　クレディ・スイス証券
㈱）

ONE CABOT SQUARE LONDON E14 4QJ
(東京都港区六本木１丁目６番１号）

523 0.93

MSCO CUSTOMER SECURITIES
(常任代理人　モルガン・スタンレー
MUFG証券㈱)

1585 Broadway New York, New York
10036, U.S.A.
(東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３号）

462 0.82

CGML-IPB CUSTOMER COLLATERAL
ACCOUNT
(常任代理人　シティバンク銀行㈱)

CITIGROUP CENTRE, CANADA SQUARE,
CANARY WHARF, LONDON E14 5LB
(東京都品川区東品川２丁目３番14号)

421 0.75

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 282 0.50

RBC IST LONDON-CLIENTS ACCOUNT
(常任代理人　シティバンク銀行㈱)

7TH FLOOR, 155 WELLINGTON STREET
WEST   TORONTO,  ONTARIO,   CANADA,
M5V 3L3     　
(東京都品川区東品川２丁目３番14号）

253 0.45

計 ― 50,904 91.40

(注) １　所有株式数は千株未満を切捨表示しております。
     ２　プロスペクト・アセット・マネージメント・インクから平成25年２月19日付で提出された大量保有報告書により、平

成25年２月15日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末時点にお
ける実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めておりません。

         大量保有報告書の内容は次の通りであります。　　
 

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
(千株)

株券等保有割合
(％)

プロスペクト・アセット・
マネージメント・インク

410 Atkinson Drive Suite 434, Honolulu,
HI 96814 U.S.A.　

3,024 5.43
　

     ３　上記のほか当社所有の自己株式253千株（0.45％）があります。
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２ 【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

代表取締役
取締役社長

営業本部長 八　馬　直　佳 昭和21年１月14日生

昭和43年４月東宝㈱入社

(注)3 ─

平成12年５月同社取締役

平成15年５月同社常務取締役

平成16年５月当社代表取締役副社長

平成17年４月スバル興業㈱取締役(現任)

平成17年５月当社代表取締役社長(現任)

代表取締役
専務取締役

管理本部長
兼総務担当
兼営業本部
保険担当

河　合　幸　男 昭和22年３月１日生

昭和44年４月当社入社

(注)3 ─

平成７年５月 当社管理本部経理部長

平成10年５月当社取締役

平成13年５月当社常務取締役

平成18年４月スバル興業㈱取締役(現任)

平成18年５月当社専務取締役

平成24年５月当社代表取締役専務取締役(現

任)

常務取締役

営業本部
飲食・物販事業　
担当兼飲食・物　
　　販事業部長兼
関西支社担当兼
関西支社長

加　藤　芳　章 昭和30年10月17日生

昭和53年４月当社入社

(注)3 ─

平成12年７月当社営業本部飲食事業部長

平成16年３月当社事業本部飲食事業部長兼事

業部長

平成16年５月当社取締役

平成22年５月当社常務取締役(現任)

常務取締役

営業本部

不動産経営・

SOL事業担当兼

SOL事業部長

松　田　仁　志 昭和31年１月22日生

昭和54年４月当社入社

(注)3 ─
平成17年３月当社営業本部不動産経営部長

平成18年５月当社取締役

平成22年５月当社常務取締役(現任)

取締役

 

田　村　正　勝 昭和20年３月３日生

昭和57年４月早稲田大学社会科学部(現早稲田

大学社会科学総合学術院)教授

(現任）

(注)3 ─ 昭和61年３月同大学経済学博士学位取得

 平成４年４月 同大学社会科学部長

 平成22年５月当社取締役(現任)

取締役

 

管理本部

経理担当

兼経理部長
     

遠　藤　信　英 昭和34年１月４日生

昭和56年４月当社入社

(注)3 ─
平成19年７月当社管理本部経理部長

平成22年５月当社取締役(現任)

平成24年４月スバル興業㈱監査役(現任)

常勤監査役  千　勝　和　夫 昭和25年１月31日生

昭和49年２月当社入社

(注)4 ─

平成12年７月当社管理本部経理部長

平成18年１月当社管理本部経理部長兼内部監

査室長

平成19年７月当社内部監査室長

平成21年５月当社常勤監査役(現任)

監査役  山　田　啓　三 昭和20年６月13日生

昭和43年４月東宝㈱入社

(注)5 ─

平成７年５月 同社取締役

平成12年５月同社常務取締役 

平成15年５月同社専務取締役

平成16年５月当社監査役(現任)

平成19年４月㈱東京楽天地監査役

平成21年４月東宝㈱取締役

平成21年４月㈱東京楽天地代表取締役社長(現

任)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

監査役  島　谷　能　成 昭和27年３月５日生

昭和50年４月東宝㈱入社

(注)5 ─

平成13年５月同社取締役

平成17年５月同社常務取締役

平成19年５月同社専務取締役

平成23年５月同社代表取締役社長(現任)

平成24年４月㈱東京楽天地取締役(現任）

平成24年５月当社監査役(現任)

監査役  松　岡　宏　泰 昭和41年４月18日生

平成６年１月 東宝東和㈱入社

(注)5 ─

平成10年４月同社取締役

平成13年４月同社常務取締役

平成20年４月同社代表取締役社長(現任)

平成24年５月当社監査役(現任)

平成25年４月㈱東京楽天地監査役(現任）

計 ─

(注) １  取締役田村正勝氏は、社外取締役であります。

２  監査役山田啓三、島谷能成及び松岡宏泰の３氏は、社外監査役であります。

３  平成24年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４  平成25年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  平成24年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
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第２ 【会社法の規定に基づく計算書類等】

１ 【貸借対照表】

会社法の規定に基づく貸借対照表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。

 

２ 【損益計算書】

会社法の規定に基づく損益計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。

 

３ 【株主資本等変動計算書】

会社法の規定に基づく株主資本等変動計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。

 

４ 【個別注記表】

会社法の規定に基づく個別注記表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。

 

５ 【事業報告】

会社法の規定に基づく事業報告の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。

 

６ 【附属明細書】

会社法の規定に基づく附属明細書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
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