
毎年3月末日現在の株主の皆様に対し、優待券を年1回、以下の基準により贈呈いたしております。

日本全国の幸楽苑グループの店舗でご利用可能な優待お値引き券です！

ご所有株式数 ① ②
1,000株以上 20,000円相当の優待券（500円×40枚） コシヒカリ10kg

500株以上1,000株未満 10,000円相当の優待券（500円×20枚） コシヒカリ5kg

100株以上500株未満 2,000円相当の優待券（500円×4枚）

①幸楽苑グループの各店舗でご利用いただけます。
②�ご優待券と同封の返信用封筒をご利用いただきご優待券を返送していただいた場合、
ご優待券のご返送分に応じてコシヒカリを送付させていただきます。

発行日より1年間

それぞれ①もしくは②のいずれか1つをお選びいただけます。贈呈基準

有効期限

利用方法

〒963-0724��福島県郡山市田村町上行合字北川田2番地1
Tel.024-943-3351　Fax.024-943-3726

見 本

会員限定のお得なクーポンや店舗情報を
毎週1回お届けしております。

皆様のアクセスをお待ちしております。

http://www.kmb.bz

スマートフォンでも
ご利用いただけます。

当社ホームページでは店舗情報からサービス情報、
工場案内の他、IR情報やCSRへの取り組みについて
など、当社を理解いただくための様々な情報を発信
しております。皆様のアクセスをお待ちしております。

当社の新商品案内や新店オープン情報など様々な
ニュースを配信しております。
皆様のアクセスをお待ちしております。

ホームページのご案内 公式facebookのご案内 週替わりクーポン配信中！!

※�当社ホームページのfacebookアイコン�
からのアクセスも可能となっております。

https://www.facebook.com/Kourakuen

幸楽苑 facebook

株主の皆様のご利用をお待ちしております。

株主優待制度の

ご紹介

コーポレートサイト
https://hd.kourakuen.co.jp
ブランドサイト
https://www.kourakuen.co.jp
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代表取締役社長

2017年12月

T s u t a e  N i i d a

平素より当社事業へのご支援とご厚
情を賜り、厚く御礼申し上げます。

多くの皆様方に支えられ、本年に当
社 は 上 場 20 周 年（1997 年 に 現
JASDAQ 上場）を迎える事ができま
した。また創業から数えると本年は 63
年目、株式会社化してからは第 48 期
目となります。

このように今日まで幸楽苑の歴史を
積み重ねてくる中、私には常に「個人
の人生はマラソンだ。経営は駅伝なん
だ」という1 つの思いがありました。
これからの幸楽苑の新しい成長と歴史
づくりに向けては今後、ごく自然にどこ
かの場面で経営のバトンタッチというこ
とも視野に入れながら、日々の経営に
邁進してまいりたいと考えております。

今後とも幸楽苑ホールディングスを何
卒よろしくお願い申し上げます。

上場20周年を1つの通過点として、これまでの伝統と“あたらしい幸楽苑”の歴史を
次へ繋いでいくために、臆することなく様々な改革に取り組んでまいります。

当第2四半期の経営環境や決算のポイント等に
ついて教えてください。

スローガン“始まってます。あたらしい幸楽苑。”
の下、経営の動きを活発化されていますね。

　当第 2四半期の主な連結業績は売上高 19,605 百万円（前年
同期比 0.6%増）、営業損失 181 百万円（前年同期は営業利益
625百万円）、経常損失180百万円（前年同期は経常利益767
百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失 640 百万円（前
年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益560百万円）となり
ました。
　当第 2四半期では、食の安全・安心の実現に向けた投資を優先
し販促活動を例年よりも控えたこと、ドミナント基盤の再整備を目的
として退店数を増やしたこと等が、業績面に影響を及ぼす形となりま
した。なお出退店の状況としては24店舗の新規出店（内フードコー
トへの出店は12店舗）と10店舗の退店を行い、総店舗数は前
期末よりも22店舗増の561店舗となりました。

　お陰様をもちまして当
社は上場 20 周年を迎
えることができました。
これまで私は経営の中
で、「伝統というのは
守っていくことを指すの
ではない。変えていくか
らこそ、伝統を守り続け
ることができる」という
思いを信条の1つとしてきました。前期からのホワイト幸楽苑の展
開や上場 20周年という大きな節目を迎えられたことも含め、この
思いをより具体的に推し進めるべく、“始まってます。あたらしい幸
楽苑。”というスローガン活動をスタートさせました。最近のその取
り組み事例としては、新メニュー「減塩中華そば」や新店舗スタイ
ル「幸楽苑EXCELLENT（エクセレント）」の誕生が挙げられるで
しょう。
　「減塩中華そば」は、本年5月の福島県立医科大学附属病院へ
の出店の際に、健康に配慮したメニューとして開発したものです。
当初は同病院内店舗での限定販売でしたが、ご好評につき7月か
ら通常の店舗でも販売を開始しました。健康志向への高まりが続く
中、今後一定のニーズが期待できる商品と捉えています。

ドミナント基盤の再整備を目的として退店数を
増やしたことも影響し増収減益となりました。

守りに入ることなく経営の中身やスタイルを 
変化＆進化させてこそ、幸楽苑の歴史はさらに
未来へと続いていくものと考えます。

ごあいさつ トップインタビューGreeting Interview with the President

Q1 Q2

A1 A2

売上高／客数前年同月比の推移（直営店全店）
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▲幸楽苑EXCELLENT（エクセレント）

21

010_0195801602912.indd   1-2 2017/11/19   3:46:00



　「幸楽苑 EXCELLENT」は、フードコートへの出店の際に他店
舗との差別化をより際立たせるために開発した新店舗スタイルです。
価格帯をエクセレントでややアッパーなものとし、目玉メニューの1
つとして「ふかひれ姿煮らーめん」（税込 961円）を販売してい
ます。現在「幸楽苑EXCELLENT」は、小田原ダイナシティウエ
スト店（神奈川県小田原市）／イオンモール八千代緑が丘店（千

葉県八千代市）／ザ・
モール仙台長町店（宮
城県仙台市）の3店舗で
展開しています。これま
でとは一味違った雰囲気
の幸楽苑をどうぞお楽し
み頂ければと思います。

組織面でも“あたらしい幸楽苑”をスタートされまし
たが、今回の組織改革のポイントとは？

　本年 10月から始動した新体制での最大のポイントは、「カスタ
マーサポート室（顧客満足推進室からの改称）」「教育部」「店舗
支援室」の新設です。
　幸楽苑が全国 560店舗超にまで広がる中、ここ最近の状況とし
て本部からのバックアップ体制が時に手薄となり、サービスレベルが
落ちてお客様を失う店舗が少なからずありました。このような状況を
改善すべく新体制下では、「教育部」によりQSCレベル向上のた
めの実践的な教育を施していきます。また、店舗スタッフの充足率
が低く休みがとりにくい店舗に対しては、「店舗支援室」が労働環

境改善のサポートを行います。さらにお客様からの電話やメール対
応を「カスタマーサポート室」での一括対応とし、現場の負荷軽減
を図ります。
　このように今回の組織改革では、店舗現場が調理と接客に集中で
きるようにいかに本部がバックアップ体制を整えるか、という点に重
点を置きました。この体制の本格稼働が必ずや良いお店づくりと既
存店の強化、そして業績向上へ繋がっていくものと考えています。

店舗現場が調理と接客に集中できるバックアッ
プ体制を整えることにより、QSCレベルと業績
向上を目指します。

Q3

A3

では今後のドミナント展開の基本方針としては
いかがお考でしょうか？

　店舗の強化ならびに拡大という点においては、先にご説明した新
体制による既存店強化を効果的に図りながら、コンパクト型店舗と
フードコート出店を軸とした既存ドミナントの深堀りに注力していく方
針です。
　前期からスタートしたコンパクト型幸楽苑※は10月末時点で10
店舗となり、営業利益率 15～16%の成果を出すことができてい
ます。営業利益率を重視したコンパクト型幸楽苑の成功は、これま
で出店できなかった小商圏への出店を可能としました。このような
意味において、相応のドミナントを形成済みの関東や東北でもコン
パクト型幸楽苑で出店できる地域はまだまだあります。東日本での
出店は物流費など経営効率の面からもメリットは大きく、新体制によ
る店舗運営バックアップ＆コンパクト型＆フードコート出店を三位一体
とし、安易に新商勢圏の開拓に走ることなく、店舗強化ならびに効
率的拡大を進めてまいります。

新体制の本格稼働の下、既存商圏のさらなる
深堀りに注力していきます。

Q4

A4

株主の皆様へのメッセージをお願いします。

　当社が上場20周年を迎えられたのは、株主様、お客様をはじめ
とする多くのステークホルダーの皆様に支えられてきたからこその賜
物であります。上場 20周年はあくまでも1つの通過点として、こ
れからもすべてのステークホルダーの皆様に喜んでもらえるような経
営に努めてまいります。今後とも変わらぬご指導とご鞭撻を賜ります
よう、何卒よろしくお願い申し上げます。

皆様に支えられ株式店頭公開20周年を迎える
ことができましたこと御礼申し上げます。

Q5

A5

第48期（2018年3月期）業績の見通し

科目 業績予想（百万円） 前期比（％）

売上高 38,819 2.6

営業利益 20 △86.0

経常利益 5 △98.4

親会社株主に帰属する
当期純利益  △674 ー

売上高と店舗数の推移
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トップインタビュー Interview with the President

※コンパクト型幸楽苑の詳細につきましては、「第47期報告書」P5～P6をご参照願います。

▲ふかひれ姿煮らーめん
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コーポレートサイト
https://hd.kourakuen.co.jp/

ブランドサイト
https://www.kourakuen.co.jp

01上場 20 周年記念企画を開催
　幸楽苑は1997 年に株式店頭公開（現 JASDAQ

上場）し、今年で20周年を迎えることができました。

　これもひとえに、株主の皆様はじめ、関係各位の長

年にわたるご支援の賜物と、心より感謝申し上げます。

　この上場 20周年記念に感謝すべく、当社では7

月より『上場 20周年記念キャンペーン』を実施して

おります。8月より複数のキャンペーンやフェアを開催

し、多くのお客様から好評を頂いておりますので引き

続き、2018年 3月まで期間毎にワクワク楽しんで頂

けるキャンペーンをお届けさせて頂く予定です。

02公式ホームページをリニューアル
　11月より、当社の公式ホームページがリニューア

ルいたしました。

　コーポレートサイトとブランドサイトの2つのサイトに

分けた事でより使いやすく、より見やすいサイトになり

当社のより詳しい情報をお客様にお伝えするツールと

して生まれ変わりました。

　また、スマートフォンの画面表示に対応し、GPS機

能で近隣店舗を表示することや、店舗毎の販売メ

ニューの表示など、外食企業のホームページとしては

トップクラスの機能を備えたサイトになりましたので、

ぜひ一度ご覧ください。

03「いきなり！ステーキ」とＦＣ契約
　10月、株式会社ペッパーフードサービスとステー

キ業態「いきなり！ステーキ」のフランチャイズ契約を

締結いたしました。

　「いきなり！ステーキ」は、話題の人気ステーキ店で

す。この県内初、福島1号店目を幸楽苑がフランチャ

イジーとして出店いたします。今回のフランチャイズ

契約により「幸楽苑」ブランドでの自社競合を回避し

今後の経営効率の改善と安定的な企業価値の向上を

図ることができると考えております。

　新しいフランチャイズの取組みに、ぜひご期待く

ださい。

04他社とのコラボ企画で知名度アップ
　新たな広報戦略として始まった様々なコラボ企画。

　第三弾は、上場20周年記念キャンペーンと絡めて

大人気アクションアドベンチャー映画『トランスフォー

マー /最後の騎士王』とのタイアップキャンペーンを

実施しました。

　第四弾は、株式会社キンレイ様とのコラボ商品『お

水がいらない�味噌野菜らーめん幸楽苑』を11月下旬

より幸楽苑店内にて販売開始。味噌野菜らーめんの販

売がない地区でも販売いたします。今後も様々なコラ

ボ企画を推進して参ります。

News幸楽苑
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青森県
●ヒロロ弘前店	 （2017.11.30）
　青森県弘前市駅前町9-20
秋田県
●イオンタウン鷹巣店	 （2017.10.23）
　秋田県北秋田市栄字中綱35番地1
宮城県
●イオン仙台幸町店	 （2017.10.16）
　宮城県仙台市宮城野区幸町5丁目10番1号

●ザ･モール仙台長町店	 （2017.10.19）
　宮城県仙台市太白区長町7丁目20番3号
●フォレストモール仙台茂庭店	（2017.11.23）
　宮城県仙台市太白区茂庭字御所川62番地
●鶴ケ谷店	 （2017.12.13）
　宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷2丁目1番地の15
山形県
●長井店	 （2017.11.30）
　山形県長井市館町南12番45-1号

新潟県
●巻店	 （2017.11.16）
　新潟県新潟市西蒲区赤鏥330番地8
東京都
●島忠ホームズ葛西店	 （2017.11.6）
　東京都江戸川区東葛西9-3-6
●荒川町屋店	 （2017.11.27）
　東京都荒川区荒川七丁目42番10

岐阜県
●関マーゴ店	 （2017.10.27）
　岐阜県関市倉知817番地

連結決算ハイライト 店舗ネットワークConsolidated Financial Highlights Shop Network

コンパクト型ロードサイド店の
拡大策が奏功。

　地域特性を活かした商品政策の継続に加え、ドミナ
ントエリアの強化と利益率改善を目的としたコンパク
ト型ロードサイド店の拡大策が奏功し、前年同期と同
レベルの売上を確保する。

売上高が微増にとどまる中、
人件費やエネルギーコストが増加。

　売上高微増に伴う利益上昇幅の減少に加えて、人
件費やエネルギーコストの増加、新規出店数の増加
に伴う販管費の増加などが利益面に大きな影響を及
ぼす。

純資産は前期末よりも
762百万円減少。

　利益剰余金788百万円の減少等により、純資産は
前期末に比べ762百万円減少し6,422百万円とな
る。その結果、自己資本比率は同3.3ポイント減の
26.6%となる。

https://hd.kourakuen.co.jp/ir詳細な財務情報は https://www.kourakuen.co.jp/store詳細な店舗情報は

本社工場

東北エリア
149店舗

北海道エリア
8店舗

関東エリア
280店舗

甲信越エリア
45店舗

東海エリア
55店舗

関西エリア
14店舗

小田原工場

京都工場

都道府県別店舗数
（2017年9月30日現在）

店舗展開につきましては、ドミナントエリアの強化と利

益率改善を目的としたコンパクト型ロードサイド店舗8店

舗を含め「幸楽苑」24店舗（ロードサイド11店舗、ショッ

ピングセンター内フードコート12店舗、病院内1店舗）を

出店するとともに、スクラップ・アンド・ビルド2店舗、ス

クラップ10店舗を実施いたしました。

この結果、当第2四半期連結会計期間末の店舗数は、

直営店543店舗、フランチャイズ店は18店舗となり、グ

ループ総店舗数は561店舗となりました。

 第2四半期累計期間の店舗状況

中国・四国エリア
8店舗

タイ 2店舗

オープン日は2017年10月31日現在の見通しのため若干変更となる場合がございます。

第2四半期累計期間の新店舗紹介（スクラップ・アンド・ビルド含む）

第3四半期以降の新店舗紹介（予定）

37,20137,201 37,67937,679 38,20638,206 37,80337,803

2015年
3月期

2014年
3月期

2016年
3月期

18,15818,158 18,92618,926 19,25219,252 19,47619,476 19,60519,605

2017年
3月期

■第2四半期　■通期
売上高（百万円）

2018年
3月期

23,33223,332
25,01325,013

9,2089,208 9,5619,561

23,60823,608

9,4999,499

23,88623,886 24,03024,030

7,1857,185

2015年
3月期

2014年
3月期

2016年
3月期

2017年
3月期

純資産／総資産
■純資産　■総資産

（百万円）

6,4226,422

2018年
3月期

（第2四半期） 

39.339.3 38.138.1

40.140.1

29.929.9
26.626.6

2015年
3月期

2014年
3月期

2016年
3月期

2017年
3月期

2018年
3月期

（第2四半期） 

自己資本比率
●第2四半期　●通期

（%）

2017年3月期

キャッシュ・フローの状況（百万円）

2,175

1,301 △179 △448
58 2,907

期
末
残
高

営業
CF

投資
CF 財務

CF
換算
差額

2017年9月期

1,320 △891

△397
0 2,938

営業
CF

投資
CF 財務

CF
換算
差額

四
半
期
末
残
高

期
末
残
高

1.01.0
2.12.1 1.81.8

3.23.2

901901

195195
400400 356356

625625
811811

2015年
3月期

2014年
3月期

2016年
3月期

874874

2017年
3月期

■第2四半期　■通期
●第2四半期

営業利益／売上高営業利益率
（百万円） （%）

147147

△181△181
2018年
3月期

920920 912912 858858

2015年
3月期

2014年
3月期

2016年
3月期

192192

445445
312312 330330

767767

2017年
3月期

経常利益
■第2四半期　■通期

（百万円）

△180△180
2018年
3月期

△27△27

169169
261261

133133

560560

154154

2015年
3月期

2014年
3月期

2016年
3月期

3838
146146

2017年
3月期

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益
■第2四半期　■通期

（百万円）

△640△640
2018年
3月期

宮城県
●登米佐沼店	 （2017.6.29）
　宮城県登米市迫町佐沼字中江4丁目6番地10
●南三陸町店	 （2017.9.20）
　宮城県本吉郡南三陸町志津川字天王前32番地T47街区
福島県
●福島県立医大　病院食堂店	 （2017.5.22）
　福島県福島市光が丘1番地
●川俣店	 （2017.5.29）
　福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字学校前7番地
●メガステージ石川店	 （2017.6.26）
　福島県石川郡石川町字長久保111番地の1
●梁川店	 （2017.8.28）
　福島県伊達市梁川町字田町63番地
茨城県
●水戸平須店	 （2017.4.12）
　茨城県水戸市平須町158番地92

●イオンタウン水戸南店	 （2017.4.26）
　茨城県東茨城郡茨城町長岡3480-101
●イオンモール土浦店	 （2017.6.19）
　茨城県土浦市上高津367番地
●常陸太田店	 （2017.8.28）
　茨城県常陸太田市塙町2960番地の1
千葉県
●館山店	 （2017.4.12）
　千葉県館山市長須賀460番
●イオンモール八千代緑が丘店	 （2017.4.21）
　千葉県八千代市緑が丘2丁目1番3
●モリシア津田沼店	 （2017.8.10）
　千葉県習志野市谷津1丁目16番1号
●銚子店	 （2017.9.11）
　千葉県銚子市本城町4丁目261番の1
●旭店	 （2017.9.25）
　千葉県旭市二の2753番地1

埼玉県
●熊谷石原店	 （2017.7.3）
　埼玉県熊谷市石原183番地4
東京都
●イーアス高尾店	 （2017.6.20）
　東京都八王子市東浅川町550-1
神奈川県
●イオン大和店	 （2017.7.24）
　�神奈川県大和市都市計画事業渋谷（南地区）�
土地区画整理事業地区内74外区1外

新潟県
●イオンモール新発田店	 （2017.4.17）
　新潟県新発田市住吉町5丁目11番地5号
愛知県
●一宮三条店	 （2017.4.17）
　愛知県一宮市三条字郷東藤3番地1

●イオンモール扶桑店	 （2017.7.10）
　愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名高塚5の1
静岡県
●牧之原店	 （2017.9.25）
　静岡県牧之原市細江2146番地
香川県
●イオンモール高松店	 （2017.4.27）
　香川県高松市香西本町1-1
●ゆめタウン三豊店	 （2017.5.22）
　香川県三豊市豊中町本山甲22
徳島県
●イオンモール徳島店	 （2017.4.24）
　徳島県徳島市南末広町4番1号
愛媛県
●フジグラン松山店	 （2017.4.3）
　愛媛県松山市宮西1丁目2番1号

売上高

（前年同期比 0.6 ％増）

19,605百万円

前年同期比

営業利益

（前年同期は営業利益625百万円）

△181百万円

前年同期比

1株当たり四半期純利益

（前年同期は1株当たり四半期純利益34.24円）

△43.22円

前年同期比
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商　号 株式会社　幸楽苑ホールディングス

設　立 1970年11月11日

主要な事業の
内容

らーめん店「幸楽苑」の国内及び海外における
チェーン展開を行うグループ会社の経営管理

店舗数 561店舗
直営店　�543店舗
FC店　　18店舗（タイ王国2店舗含む。）

資本金 2,988百万円

本店所在地 福島県郡山市田村町上行合字北川田2番地1

工　場 郡山工場：福島県郡山市田村町金屋字川久保1番地1
小田原工場：神奈川県小田原市中村原521-1
京都工場：京都府京田辺市大住門田20

従業員数 1,120名
上記従業員のほかに、臨時従業員3,957名
（1日7時間45分換算）を雇用しております。

 会社の概要

郡山本社

小田原工場

 関連会社の概要
株式会社 幸楽苑
設立：2015年5月15日
主要な事業の内容： 飲食業（国内直営事業）
資本金（出資比率）：1,000万円（100%）

株式会社 デン・ホケン
設立: 2002年2月19日
主要な事業の内容： 保険代理店業務
資本金（出資比率）： 3,000万円（100%）

株式会社 スクリーン
設立: 2003年1月28日
主要な事業の内容： 広告代理店業務�
資本金（出資比率）：5,000万円（100%）

 執行役員
執 行 役 員  藤村　　哲�（営業支援本部長兼教育部長、店舗支援室長）
執 行 役 員  相山　良一�（郡山工場長）
執 行 役 員  鈴木　昭二�（商品開発部長）
執 行 役 員  樋口　喜宣�（国内事業部長）
執 行 役 員  羽根田敏夫�（人事総務部長）
執 行 役 員  白岩　昭彦�（開発部長）
執 行 役 員  熊谷　直登�（カスタマーサポート室長）

 取締役及び監査役（2017年10月１日現在）
代表取締役社長 新井田　傳�
代表取締役副社長 新井田　昇�（海外事業室長）
専務取締役 武田　典久�（危機管理室長）
専務取締役 武田　光秀�（商品本部長）
専務取締役 佐藤　光之�（経営管理本部長兼経営企画部長）
常務取締役 久保田祐一�（財務経理部長）
取　締　役 渡辺　秀夫�（内部監査室長）
取　締　役 室井　一訓�（IR担当部長）
社外取締役 鈴木　庸夫
常勤監査役 松本　廣文
社外監査役 前田　　昭
社外監査役 星野　昌洋
社外監査役 石田　宏寿

（2017年 9月 30日現在） （2017年 9月 30日現在）

 株主数の推移

（名）

0

18,000

19,000
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21,000

22,000

14/03

21,18521,185
21,68321,683 21,85321,853

20,60920,609

15/03 16/03 17/03

18,98918,989

17/09

 株主メモ
事業年度 毎年4月1日～翌年3月31日

剰余金の配当基準日 3月31日�（中間配当を行う場合は9月30日）
定時株主総会 毎年6月中旬～下旬
単元株式数 100株
株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号

みずほ信託銀行株式会社

証券会社に口座を
お持ちの場合 特別口座の場合

郵便物
送付先

お取引の証券会社になり
ます。

〒168-8507�
東京都杉並区和泉2-8-4

電話お問い
合わせ先

0120-288-324�
（フリーダイヤル）

お取扱店 みずほ信託銀行株式会社
本店及び全国各支店

ご注意

未払配当金の支払、支払
明細発行については、右の
「特別口座の場合」の郵便
物送付先・電話お問い合
わせ先・お取扱店をご利用
ください。

単元未満の買取・買増以外
の株式売買はできません。
電子化前に名義書換を失念
してお手元に他人名義の株
券がある場合は至急ご連絡く
ださい。

公告方法
電子公告�（https://hd.kourakuen.co.jp）
ただし、やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすること
ができない場合には、日本経済新聞に掲載して行います。

 株式の状況
発行可能株式総数 40,000,000株
発行済株式の総数 15,064,749株�（自己株式1,710,092株を除く。）
株主数 　　�18,989名

 株式の分布状況

株主名 持株数（株） 持株比率（%）

株式会社ニイダホールディングス 2,468,098 16.3
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 703,000 4.6
日東富士製粉株式会社 445,830 2.9
株式会社東邦銀行 401,360 2.6
アサヒビール株式会社 337,000 2.2
幸楽苑従業員持株会 329,797 2.1
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 287,300 1.9
株式会社大東銀行 266,825 1.7
資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口） 249,900 1.6
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 235,000 1.5

（注）持株比率については、自己株式（1,710,092株）を控除して算出しております。

 大株主

個人・その他 41.4％

金融機関 19.2％

1単元未満 0.1％ 100単元以上 5.4％

1単元以上 8.8％ 500単元以上 3.0％

5単元以上 9.6％ 1,000単元以上 24.4％

外国人 3.8％

自己株式 10.2％

その他国内法人 24.3％

証券会社 1.1％

10単元以上 18.0％ 5,000単元以上 29.1％

50単元以上 1.6％

● 所有者別
個人・その他 41.4％

金融機関 19.2％

1単元未満 0.1％ 100単元以上 5.4％

1単元以上 8.8％ 500単元以上 3.0％

5単元以上 9.6％ 1,000単元以上 24.4％

外国人 3.8％

自己株式 10.2％

その他国内法人 24.3％

証券会社 1.1％

10単元以上 18.0％ 5,000単元以上 29.1％

50単元以上 1.6％

● 所有株式数別

※5,000単元以上には、自己株式1,710,092株（10.2%）が含まれております。

会社概要 株式の状況Corporate Data Stock Information

9 10

010_0195801602912.indd   9-10 2017/11/19   3:46:05


