
株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令
 

【表紙】  

  

【提出書類】 訂正報告書

【根拠条文】 法第２７条の２５第４項

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 野村證券株式会社　代表執行役社長　永井浩二

【住所又は本店所在地】 東京都中央区日本橋一丁目９番１号

【報告義務発生日】 －

【提出日】 平成24年7月23日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 －

【提出形態】 －

【変更報告書提出事由】  
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第１【発行者に関する事項】
 

発行者の名称 西松建設株式会社

証券コード 1820

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京
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 第２【提出者に関する事項】

 

 1提出者（大量保有者）/1

個人・法人の別 法人(株式会社)

氏名又は名称 野村證券株式会社

住所又は本店所在地 東京都中央区日本橋一丁目９番１号

事務上の連絡先及び担当者名 野村證券株式会社 売買管理部 法人情報管理一課長　北詰俊二

電話番号 ０３（３２７５）２９２８

 

2提出者（大量保有者）/2

個人・法人の別 法人(株式会社)

氏名又は名称 NOMURA INTERNATIONAL PLC

住所又は本店所在地 1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom 

事務上の連絡先及び担当者名 野村證券株式会社 売買管理部 法人情報管理一課長　北詰俊二

電話番号 ０３（３２７５）２９２８

 

3提出者（大量保有者）/3

個人・法人の別 法人(株式会社)

氏名又は名称 NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.

住所又は本店所在地 2 World Financial Center,Building B New York,NY 10281-1198

事務上の連絡先及び担当者名 野村證券株式会社 売買管理部 法人情報管理一課長　北詰俊二

電話番号 ０３（３２７５）２９２８

 

4提出者（大量保有者）/4

個人・法人の別 法人(株式会社)

氏名又は名称 ＮＯＭＵＲＡ  ＨＯＬＤＩＮＧ ＡＭＥＲＩＣＡ Ｉｎｃ．

住所又は本店所在地 2 World Financial Center,Building B New York,N.Y.10281-1198

事務上の連絡先及び担当者名 野村證券株式会社 売買管理部 法人情報管理一課長　北詰俊二

電話番号 ０３（３２７５）２９２８

 

5提出者（大量保有者）/5

個人・法人の別 法人(株式会社)

氏名又は名称 野村アセットマネジメント株式会社

住所又は本店所在地 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号

事務上の連絡先及び担当者名
野村アセットマネジメント株式会社　リーガル・コンプライアンス部 
山崎克典
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電話番号 ０３（３２４１）９５０６

 

 

［訂 正 事 項］

 

平成19年1月12日に提出した変更報告書NO.4(報告義務発生日平成19年1月4日)について、訂正事項が

ありましたので、訂正報告書を提出いたします。

訂正事項は、(5)（当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状

況）の記載において、市場内外取引の別につき、該当する年月日の一部または全ての数量につき市場

外を市場内として記載していたものです。訂正箇所は下表に＿＿＿罫で示しております。

本件訂正の対象となる変更報告書は、５年の縦覧期限が経過しております。本来、訂正報告書を提出

する際は対象となる報告書の関連文書として作成するところ、システム上の制約から不可能なため、

変更報告書として提出するものです。

従って本報告書は、提出書類名が変更報告書と表示されておりますが、上記訂正内容に伴う訂正報告

書であります。

 

１【提出者（大量保有者）／１】

　記載事項はありません。

 

２【提出者（大量保有者）／２】

　記載事項はありません。

 

３【提出者（大量保有者）／３】

記載事項はありません。

 

４【提出者（大量保有者）／４】

　記載事項はありません。

 

５【提出者（大量保有者）／５】

 (1)【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 野村アセットマネジメント株式会社

住所又は本店所在地 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号

旧氏名又は名称  

旧住所又は本店所在地  

 

②【個人の場合】

生年月日  

職業  

勤務先名称  
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勤務先住所  

 

③【法人の場合】

設立年月日 昭和３４年１２月１日

代表者氏名 岩崎　俊博

代表者役職 ＣＥＯ兼執行役会長

事業内容
証券投資信託の発行・運用・募集、有価証券に関する投資一任業務、及び
投資顧問業務

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
野村アセットマネジメント株式会社　リーガル・コンプライアンス部 山
崎克典

電話番号 ０３（３２４１）９５０６

 

(2)【保有目的】

記載事項はありません。

 

(3)【重要提案行為等】

記載事項はありません。

 

(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

記載事項はありません。

 

　［訂正後］

　(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近６０日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

平成18年11月6日 普通株券 110000.00 市場外 処分 405円

平成18年11月7日 普通株券 5000 0.00 市場外 取得 401円

平成18年11月8日 普通株券 1000 0.00 市場外 取得 393円

平成18年11月8日 普通株券 1000 0.00 市場外 処分 388円

平成18年11月9日 普通株券 2000 0.00 市場内 処分 　

平成18年11月9日 普通株券 2000 0.00 市場外 取得 388円

平成18年11月10日 普通株券 2000 0.00 市場外 取得 383円

平成18年11月13日 普通株券 1000 0.00 市場外 処分 380円

平成18年11月14日 普通株券 4000 0.00 市場外 取得 385円

平成18年11月17日 普通株券 1000 0.00 市場外 処分 377円

平成18年11月20日 普通株券 1000 0.00 市場外 処分 366円

平成18年11月21日 普通株券 4000 0.00 市場外 取得 366円

平成18年11月21日 普通株券 8000 0.00 市場外 処分 371円

平成18年11月22日 普通株券 5000 0.00 市場外 取得 360円

平成18年11月27日 普通株券 3000 0.00 市場外 取得 365円

平成18年11月28日 普通株券 2000 0.00 市場内 処分 　

平成18年11月29日 普通株券 7000 0.00 市場外 処分 370円
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平成18年12月1日 普通株券 4000 0.00 市場外 取得 382円

平成18年12月4日 普通株券 4000 0.00 市場外 取得 381円

平成18年12月5日 普通株券 5000 0.00 市場外 取得 382円

平成18年12月6日 普通株券 2000 0.00 市場外 取得 381円

平成18年12月7日 普通株券 330000.01 市場外 取得 380円

平成18年12月7日 普通株券 2000 0.00 市場内 処分 　

平成18年12月8日 普通株券 1000 0.00 市場外 取得 380円

平成18年12月8日 普通株券 1000 0.00 市場外 処分 378円

平成18年12月11日 普通株券 1000 0.00 市場外 取得 386円

平成18年12月12日 普通株券 2000 0.00 市場内 処分 　

平成18年12月12日 普通株券 4000 0.00 市場外 処分 400円

平成18年12月12日 普通株券 1000 0.00 市場外 取得 387円

平成18年12月13日 普通株券 860000.03 市場内 取得 　

平成18年12月13日 普通株券 5000 0.00 市場外 処分 400円

平成18年12月13日 普通株券 110000.00 市場外 取得 398円

平成18年12月14日 普通株券 280000.01 市場外 取得 405円

平成18年12月14日 普通株券 3000 0.00 市場外 処分 407円

平成18年12月15日 普通株券 100000.00 市場外 取得 406円

平成18年12月15日 普通株券 2000 0.00 市場外 処分 406円

平成18年12月18日 普通株券 370000.01 市場外 取得 406円

平成18年12月18日 普通株券 1000 0.00 市場外 処分 405円

平成18年12月19日 普通株券 120000.00 市場外 取得 396円

平成18年12月19日 普通株券 4000 0.00 市場外 処分 395円

平成18年12月20日 普通株券 6000 0.00 市場外 取得 394円

平成18年12月21日 普通株券 2000 0.00 市場内 処分 　

平成18年12月21日 普通株券 110000.00 市場外 取得 393円

平成18年12月21日 普通株券 3000 0.00 市場外 処分 393円

平成18年12月22日 普通株券 1000 0.00 市場外 処分 394円

平成18年12月22日 普通株券 5000 0.00 市場外 取得 395円

平成18年12月25日 普通株券 2000 0.00 市場外 取得 390円

平成18年12月26日 普通株券 3000 0.00 市場外 取得 390円

平成18年12月26日 普通株券 560000.02 市場内 処分 　

平成18年12月27日 普通株券 8000 0.00 市場内 処分 　

平成18年12月27日 普通株券 1000 0.00 市場外 処分 394円

平成18年12月28日 普通株券 100000.00 市場外 取得 392円

平成18年12月28日 普通株券 1000 0.00 市場外 処分 392円

 

(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

記載事項はありません。

 

(7)【保有株券等の取得資金】

記載事項はありません。
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第３【共同保有者に関する事項】
記載事項はありません。

 
第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】

記載事項はありません。
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