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会社の概況

商　 号 株式会社NIPPOコーポレーション

沿　 革 日本石油株式会社の道路部と浅野物産株式会社の道路部が合併して設立されました。

設　 立 昭和9年2月2日

営業種目 道路建設工事／空港施設工事／工場・流通施設工事／スポーツ・レジャー施設工
事／各種舗装工事／一般土木工事／土地造成工事／上・下水道工事／造園・緑化
工事／河川・港湾・海岸工事／防水・水利工事／一般建築工事／建築外構工事／
建設資材の製造販売／石油・石炭・ガス・化学プラントの企画・設計・建設・監
理／熱・電気併給設備の企画、設計開発、建設、販売／土壌汚染調査、分析およ
び浄化工事／産業廃棄物処理／建設コンサルタント業務／不動産取引業務／ゴル
フ場およびホテルの経営

資 本 金 15,324,503,088円

株式の状況 (平成16年3月31日現在）
①会社が発行する株式の総数 240,000,000株
②発行済株式総数 119,401,836株
③株　主　総　数 9,815名

株　主　名 所有株式数 議決権比率

6 944 0.8

7 525 0.4

8 464 0.4

9 456 0.4

10 387 0.3

ステートストリートバンクアンド
トラストカンパニー 505019
シビーニユーヨークエスエイピーエヌシーエイエツクス
エイローゼンバーグジヤパンスモールキャプフアンド
資産管理サービス信託銀行
株式会社（信託Ｂ口）
みずほ信託銀行株式会社
（ 信 託 Ｚ 口 ）

千株 ％千株 ％

UFJ信託銀行株式会社
（ 信託勘定 A口 ）

株価の推移
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大株主の状況

平成15年10月1日付、商号を日本鋪道株式会社から株式会社NIPPOコーポレーショ
ンに変更致しました。

株　主　名 所有株式数 議決権比率

1 65,561 55.2

2 7,961   6.7

3 6,937 5.8 

4 2,327 2.0

5 1,034 0.9

新日本石油株式会社

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口）
日本マスタートラスト
信託銀行株式会社(信託口)
新日石エンジニアリング
株式会社
ザチエースマンハツ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
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取締役および監査役（平成16年6月29日現在）

仁　瓶 義　夫 常務取締役 田　中 公　毅

西　尾 博　三 常務取締役 青　木 淳　美

三　宮 克　弘 取　締　役 渡　　 文　明

千　葉 功 常勤監査役 阿　部 道　弘

林　田 紀久男 常勤監査役 山　口 敬太郎
常務取締役 片　山 一 監　査　役 高　橋 明
常務取締役 山　本 昌　司 監　査　役 冨金原 俊　二
常務取締役 太　田 正　彦

執行役員（平成16年6月29日現在）
※執行役員社長 仁　瓶 義　夫 執　行　役　員 加　藤　 祥　倶
※執行役員副社長 西　尾　 博　三 執　行　役　員 佐　藤　 博　樹
※執行役員副社長 三　宮　 克　弘 執　行　役　員 松　本 孝　之
※専務執行役員 千　葉　　 功 執　行　役　員 藤　居 光　夫
※専務執行役員 林　田　 紀久男 執　行　役　員 横　山　 茂
※常務執行役員 片　山　　 一 執　行　役　員 眞　武　 南海雄
※常務執行役員 山　本 昌　司 執　行　役　員 佐々木　 聰
※常務執行役員 太　田　 正　彦 執　行　役　員 水　島　 和　紀
※常務執行役員 田　中 公　毅 執　行　役　員 原　 耕　治
※常務執行役員 青　木　 淳　美 執　行　役　員 喜　綿　 洋　二
常務執行役員 北　　 要　夫 執　行　役　員 石　川 公　一
常務執行役員 井　上 武　美 執　行　役　員 早稲田 高　茂
執 行 役 員 上　濱　 暉　男 執　行　役　員 若　林　 伸　嗣
執 行 役 員 石　倉　 大　幹 執　行　役　員 小　林　 晴　夫

(注1) 渡 文明は､ 商法第188条第2項第7号の2に定める社外取締役であります。
(注2) 山口敬太郎､ 高橋 明は､ ｢株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条 第1項に

定める社外監査役であります。

(注1) 平成16年6月29日より執行役員制度を導入いたしました。
(注2) ※印は取締役との兼務を示します。

お知らせ

当社は、事業環境の変化に対応できる効率的かつ迅速な経営体制を構築するため、取
締役の員数を大幅に削減するとともに、業務の執行機能を強化するため、執行役員制度
を導入いたしました。
取締役会は、経営の意思決定および業務執行の監督にあたり、執行役員は、業務の執
行に専念することといたします。

代表取締役
社　　 長
代表取締役
副 社 長
代表取締役
副 社 長
代表取締役
専務取締役
代表取締役
専務取締役



会社の概況

12

事　業　所

本　　　社：東京都中央区京橋一丁目19番11号

技術研究所（東京都品川区）

支　　　店：北海道支店（札幌市） 東 北 支 店（仙台市）

関東第一支店（東京都新宿区） 関東第二支店（東京都品川区）

北信越支店（新潟市） 中 部 支 店（名古屋市）

関 西 支 店（大阪市） 四 国 支 店（高松市）

中 国 支 店（広島市） 九 州 支 店（福岡市）

関東建築支店（東京都千代田区）

○インターネットで当社に関する情報をご覧になれます。
ホームページアドレス http：//www.nippo-c.co.jp

リゾート事業のご紹介

パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ
ホ テ ル パ サ ー ジ ュ 琴 海

〒851-3211
長崎県西彼杵郡琴海町戸根原郷字割尾171
TEL 095-884-3990（代表） FAX 095-884-3970

長崎リゾートアイランド

パサージュ琴海
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株主メモ
決算期日
毎年3月31日

配当金受領株主確定日
毎年3月31日

定時株主総会
毎年6月下旬

名義書換代理人
東京都港区芝三丁目33番1号
中央三井信託銀行株式会社

同事務取扱所
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
証券代行事務センター (〒168-0063)
中央三井信託銀行株式会社　証券代行部
(03) 3323 - 7111

同取次所
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店
日本証券代行株式会社 本支店

1単元の株式の数
1,000株

公告掲載新聞
日本経済新聞

（注）本年より決算公告に代え、貸借対照表および損益計算書を以
下の当社ホームページに掲載しております。
http://www.nippo- c.co.jp

（商法改正に伴う株式のお取扱いについてのご案内）
○単元未満株の買取請求および買増請求は、名義書換代理人事務
取扱場所および取次所にてお取扱いいたします。ただし、保管振
替制度ご利用の場合は、お取引証券会社にお申し出下さい。
なお、買増請求につきましては、決算期日（3月31日）および

中間期日（9月30日）を含む各々それ以前の12営業日の間受付
を停止させていただくほか、当社が別途必要と認める場合受付停
止期間を設けることがございますので、予め名義書換代理人（保
管振替制度ご利用の場合のお取扱いはお取引証券会社）あてご照
会ください。

（株式事務のお問い合せ）
○住所変更、単元未満株式買取請求、名義書換請求、配当金振
込指定に必要な各用紙のご請求は名義書換代理人のフリーダイヤ
ルおよびホームページで24時間受付しております。
0120-87-2031

ホームページ　http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_06.html


