
株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令
第一号様式
 

【表紙】  

  

【提出書類】 変更報告書ＮＯ．6

【根拠条文】 法第27条の25第1項
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第１【発行者に関する事項】
 

発行者の名称 野村不動産ホールディングス株式会社

証券コード 3231

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】

(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

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  

勤務先住所  

 

③【法人の場合】

設立年月日 平成１３年５月７日

代表者氏名 永井浩二

代表者役職 代表執行役社長　

事業内容 証券業

 

④【事務上の連絡先】

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)【保有目的】

証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。

 

(3)【重要提案行為等】

該当事項なし。

 

(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

 法第27条の23第3項本文
法第27条の23第3項第

1号
法第27条の23第3項第

2号
株券又は投資証券等（株・
口）

 　　　　1,183,565   　　
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新株予約権証券（株） A　　 － H　　

新株予約権付社債券（株） B　　 － I　　

対象有価証券カバードワラント C　　  J　　

株券預託証券  　　   　　

株券関連預託証券 D　　  K　　

株券信託受益証券 　　   　　

株券関連信託受益証券 E　　  L　　

対象有価証券償還社債 F　　  M　　

他社株等転換株券 G　　  N　　

合計（株・口） O　　　　1,183,565P Q　　

信用取引により譲渡したこと
により控除する株券等の数

R　　

共同保有者間で引渡請求権等
の権利が存在するものとして
控除する株券等の数

S　　　　　　　　　　　　726,707

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T　　　　　　　　　　　　456,858

保有潜在株式の数
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+
M+N)

U　　

 

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成25年03月21日現在）

V　　　　　　　　　　190,561,100

上記提出者の
株券等保有割合（％）
（T/(U+V)×100）

 　　　　　　　　　　　　　　0.24

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

 　　　　　　　　　　　　　　2.20

 

(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25年1月21日
普通株
券

500 0.00 市場内 取得  

平成25年1月21日
普通株
券

4700 0.00 市場内 処分  

平成25年1月21日
普通株
券

5300 0.00 市場外 取得 1644

平成25年1月21日
普通株
券

1100 0.00 市場外 処分 1642

平成25年1月22日
普通株
券

4100 0.00 市場内 処分  

平成25年1月22日
普通株
券

5600 0.00 市場外 取得 1642
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平成25年1月22日
普通株
券

1600 0.00 市場外 処分 1646

平成25年1月23日
普通株
券

400 0.00 市場内 取得  

平成25年1月24日
普通株
券

400 0.00 市場内 取得  

平成25年1月24日
普通株
券

302000.02 市場内 処分  

平成25年1月24日
普通株
券

1000 0.00 市場外 取得 貸借

平成25年1月24日
普通株
券

415000.02 市場外 取得 1620

平成25年1月24日
普通株
券

125000.01 市場外 処分 1625

平成25年1月25日
普通株
券

8400 0.00 市場内 取得  

平成25年1月25日
普通株
券

276000.01 市場内 処分  

平成25年1月25日
普通株
券

4900 0.00 市場外 取得 1636

平成25年1月25日
普通株
券

3800 0.00 市場外 処分 1641

平成25年1月28日
普通株
券

200 0.00 市場内 取得  

平成25年1月28日
普通株
券

8000 0.00 市場内 処分  

平成25年1月28日
普通株
券

4700 0.00 市場外 取得 1639

平成25年1月28日
普通株
券

149000.01 市場外 取得 貸借

平成25年1月28日
普通株
券

400 0.00 市場外 処分 1638

平成25年1月28日
普通株
券

1000 0.00 市場外 処分 貸借

平成25年1月29日
普通株
券

191000.01 市場内 処分  

平成25年1月29日
普通株
券

2100 0.00 市場外 処分 1638

平成25年1月30日
普通株
券

768000.04 市場内 処分  

平成25年1月30日
普通株
券

5600 0.00 市場外 取得 貸借

平成25年1月30日
普通株
券

827000.04 市場外 取得 1639

平成25年1月30日
普通株
券

7000 0.00 市場外 処分 1648

平成25年1月31日
普通株
券

781000.04 市場内 取得  

平成25年1月31日
普通株
券

473000.02 市場内 処分  

平成25年1月31日
普通株
券

1000 0.00 市場外 取得 貸借

平成25年1月31日
普通株
券

1252000.07 市場外 取得 1658

平成25年1月31日
普通株
券

1000 0.00 市場外 処分 貸借

平成25年1月31日
普通株
券

1184000.06 市場外 処分 1662

平成25年2月1日
普通株
券

200 0.00 市場内 取得  

平成25年2月1日
普通株
券

5600 0.00 市場内 処分  
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平成25年2月1日
普通株
券

200 0.00 市場外 取得 貸借

平成25年2月1日
普通株
券

7800 0.00 市場外 取得 1619

平成25年2月1日
普通株
券

2200 0.00 市場外 処分 1619

平成25年2月4日
普通株
券

1400 0.00 市場内 取得  

平成25年2月4日
普通株
券

800 0.00 市場内 処分  

平成25年2月4日
普通株
券

480 0.00 市場外 取得 1644

平成25年2月4日
普通株
券

100 0.00 市場外 処分 1644

平成25年2月5日
普通株
券

300 0.00 市場内 取得  

平成25年2月5日
普通株
券

600 0.00 市場内 処分  

平成25年2月5日
普通株
券

343000.02 市場外 取得 貸借

平成25年2月6日
普通株
券

400 0.00 市場内 取得  

平成25年2月6日
普通株
券

300 0.00 市場内 処分  

平成25年2月6日
普通株
券

700 0.00 市場外 取得 1630

平成25年2月6日
普通株
券

213000.01 市場外 取得 貸借

平成25年2月6日
普通株
券

5600 0.00 市場外 処分 貸借

平成25年2月7日
普通株
券

1110000.06 市場内 取得  

平成25年2月7日
普通株
券

1100 0.00 市場内 処分  

平成25年2月7日
普通株
券

600 0.00 市場外 取得 1635

平成25年2月7日
普通株
券

1111000.06 市場外 処分 1634

平成25年2月8日
普通株
券

2131000.11 市場内 取得  

平成25年2月8日
普通株
券

2200 0.00 市場内 処分  

平成25年2月8日
普通株
券

9200 0.00 市場外 取得 1609

平成25年2月8日
普通株
券

2199000.12 市場外 処分 1609

平成25年2月12日
普通株
券

562000.03 市場内 取得  

平成25年2月12日
普通株
券

600 0.00 市場内 処分  

平成25年2月12日
普通株
券

3200 0.00 市場外 取得 1605

平成25年2月12日
普通株
券

568000.03 市場外 処分 1602

平成25年2月13日
普通株
券

907000.05 市場内 取得  

平成25年2月13日
普通株
券

500 0.00 市場内 処分  

平成25年2月13日
普通株
券

2300 0.00 市場外 取得 1596

平成25年2月13日
普通株
券

197400.01 市場外 取得 貸借
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平成25年2月13日
普通株
券

517400.03 市場外 処分 貸借

平成25年2月13日
普通株
券

928000.05 市場外 処分 1592

平成25年2月14日
普通株
券

1700 0.00 市場内 取得  

平成25年2月14日
普通株
券

300 0.00 市場内 処分  

平成25年2月14日
普通株
券

1700 0.00 市場外 取得 貸借

平成25年2月14日
普通株
券

100 0.00 市場外 処分 貸借

平成25年2月14日
普通株
券

500 0.00 市場外 処分 1556

平成25年2月15日
普通株
券

800 0.00 市場内 取得  

平成25年2月15日
普通株
券

5900 0.00 市場内 処分  

平成25年2月15日
普通株
券

5700 0.00 市場外 取得 1531

平成25年2月15日
普通株
券

200 0.00 市場外 処分 1528

平成25年2月18日
普通株
券

1100 0.00 市場内 取得  

平成25年2月18日
普通株
券

4200 0.00 市場内 処分  

平成25年2月19日
普通株
券

2400 0.00 市場内 取得  

平成25年2月19日
普通株
券

600 0.00 市場内 処分  

平成25年2月19日
普通株
券

2700 0.00 市場外 処分 1572

平成25年2月20日
普通株
券

4300 0.00 市場内 取得  

平成25年2月20日
普通株
券

300 0.00 市場外 取得 1569

平成25年2月21日
普通株
券

3800 0.00 市場内 処分  

平成25年2月21日
普通株
券

300 0.00 市場外 取得 1565

平成25年2月21日
普通株
券

2300 0.00 市場外 取得 貸借

平成25年2月21日
普通株
券

2600 0.00 市場外 処分 1558

平成25年2月22日
普通株
券

200 0.00 市場内 取得  

平成25年2月22日
普通株
券

6900 0.00 市場内 処分  

平成25年2月22日
普通株
券

7100 0.00 市場外 取得 1569

平成25年2月22日
普通株
券

153000.01 市場外 処分 1556

平成25年2月25日
普通株
券

4100 0.00 市場内 取得  

平成25年2月25日
普通株
券

3400 0.00 市場内 処分  

平成25年2月25日
普通株
券

3400 0.00 市場外 取得 1605

平成25年2月26日
普通株
券

400 0.00 市場内 取得  

平成25年2月26日
普通株
券

3500 0.00 市場内 処分  
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平成25年2月26日
普通株
券

2000 0.00 市場外 取得 貸借

平成25年2月26日
普通株
券

2200 0.00 市場外 取得 1633

平成25年2月26日
普通株
券

300 0.00 市場外 処分 1631

平成25年2月27日
普通株
券

5000 0.00 市場内 取得  

平成25年2月27日
普通株
券

1500 0.00 市場内 処分  

平成25年2月27日
普通株
券

152000.01 市場外 取得 貸借

平成25年2月27日
普通株
券

166000.01 市場外 取得 1634

平成25年2月27日
普通株
券

500 0.00 市場外 処分 1645

平成25年2月28日
普通株
券

800 0.00 市場内 取得  

平成25年2月28日
普通株
券

5400 0.00 市場内 処分  

平成25年2月28日
普通株
券

2200 0.00 市場外 処分 1659

平成25年3月1日
普通株
券

700 0.00 市場内 取得  

平成25年3月1日
普通株
券

100 0.00 市場内 処分  

平成25年3月1日
普通株
券

900 0.00 市場外 取得 1733

平成25年3月1日
普通株
券

213000.01 市場外 取得 貸借

平成25年3月1日
普通株
券

220000.01 市場外 処分 貸借

平成25年3月4日
普通株
券

1600 0.00 市場内 取得  

平成25年3月4日
普通株
券

100 0.00 市場外 取得 貸借

平成25年3月4日
普通株
券

100 0.00 市場外 処分 貸借

平成25年3月5日
普通株
券

6100 0.00 市場内 取得  

平成25年3月5日
普通株
券

976000.05 市場内 処分  

平成25年3月5日
普通株
券

1072000.06 市場外 取得 1901

平成25年3月5日
普通株
券

1179000.06 市場外 取得 貸借

平成25年3月5日
普通株
券

156000.01 市場外 処分 1966

平成25年3月6日
普通株
券

600 0.00 市場内 取得  

平成25年3月6日
普通株
券

4400 0.00 市場内 処分  

平成25年3月6日
普通株
券

6500 0.00 市場外 取得 1904

平成25年3月6日
普通株
券

4425530.23 市場外 取得 貸借

平成25年3月6日
普通株
券

100 0.00 市場外 処分 1909

平成25年3月7日普通株券 400 0.00 市場内 取得  

平成25年3月7日
普通株
券

9900 0.01 市場内 処分  
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平成25年3月7日
普通株
券

100000.01 市場外 取得 1876

平成25年3月7日
普通株
券

160000.01 市場外 取得 貸借

平成25年3月7日
普通株
券

200 0.00 市場外 処分 1870

平成25年3月7日
普通株
券

700 0.00 市場外 処分 貸借

平成25年3月8日
普通株
券

2400 0.00 市場内 取得  

平成25年3月8日
普通株
券

9100 0.00 市場内 処分  

平成25年3月8日
普通株
券

1500 0.00 市場外 取得 1884

平成25年3月8日
普通株
券

150150.01 市場外 取得 貸借

平成25年3月8日
普通株
券

900 0.00 市場外 処分 1877

平成25年3月11日
普通株
券

295000.02 市場内 取得  

平成25年3月11日
普通株
券

3300 0.00 市場内 処分  

平成25年3月11日
普通株
券

6400 0.00 市場外 取得 1973

平成25年3月11日
普通株
券

153000.01 市場外 取得 貸借

平成25年3月11日
普通株
券

327000.02 市場外 処分 1981

平成25年3月12日
普通株
券

41700002.19 市場外 取得 貸借

平成25年3月12日
普通株
券

2200 0.00 市場内 取得  

平成25年3月12日
普通株
券

233000.01 市場内 処分  

平成25年3月12日
普通株
券

239000.01 市場外 取得 1942

平成25年3月12日
普通株
券

900 0.00 市場外 処分 1948

平成25年3月13日
普通株
券

6200 0.00 市場内 処分  

平成25年3月13日
普通株
券

4100 0.00 市場外 取得 1942

平成25年3月13日
普通株
券

378000.02 市場外 取得 貸借

平成25年3月13日
普通株
券

100 0.00 市場外 処分 1948

平成25年3月13日
普通株
券

1231080.06 市場外 処分 貸借

平成25年3月14日
普通株
券

3400 0.00 市場内 処分  

平成25年3月14日
普通株
券

4600 0.00 市場外 取得 2074

平成25年3月14日
普通株
券

3622150.19 市場外 取得 貸借

平成25年3月14日
普通株
券

400 0.00 市場外 処分 2071

平成25年3月14日
普通株
券

3620000.19 市場外 処分 貸借

平成25年3月15日
普通株
券

110000.01 市場内 取得  

平成25年3月15日
普通株
券

2800 0.00 市場内 処分  
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平成25年3月15日
普通株
券

1000 0.00 市場外 取得 2071

平成25年3月15日
普通株
券

844000.04 市場外 取得 貸借

平成25年3月15日
普通株
券

3700 0.00 市場外 処分 2089

平成25年3月18日
普通株
券

400 0.00 市場内 取得  

平成25年3月18日
普通株
券

700 0.00 市場内 処分  

平成25年3月18日
普通株
券

1800 0.00 市場外 取得 2051

平成25年3月18日
普通株
券

2289000.12 市場外 取得 貸借

平成25年3月18日
普通株
券

400 0.00 市場外 処分 2047

平成25年3月18日
普通株
券

5800 0.00 市場外 処分 貸借

平成25年3月19日
普通株
券

2500 0.00 市場内 取得  

平成25年3月19日
普通株
券

154000.01 市場内 処分  

平成25年3月19日
普通株
券

190000.01 市場外 取得 2015

平成25年3月19日
普通株
券

902000.05 市場外 取得 貸借

平成25年3月19日
普通株
券

100 0.00 市場外 処分 貸借

平成25年3月19日
普通株
券

5000 0.00 市場外 処分 2024

平成25年3月21日
普通株
券

400 0.00 市場外 処分 振替

平成25年3月21日
普通株
券

5273000.28 市場内 取得  

平成25年3月21日
普通株
券

1773000.09 市場内 処分  

平成25年3月21日
普通株
券

3950000.21 市場外 取得 2002

平成25年3月21日
普通株
券

42888002.25 市場外 取得 貸借

平成25年3月21日
普通株
券

2300 0.00 市場外 処分 貸借

平成25年3月21日
普通株
券

49224002.58 市場外 処分 1982

 

 

(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約により、NOMURA INTERNATIONAL PLCから663,015株、日本トラスティ・サービス信託銀行から392,700
株、野村土地建物株式会社から4,170,000株、他機関投資家2名から86,600株、個人117名から38,700株　借入れてい
る。
消費貸借契約により、NOMURA INTERNATIONAL PLCへ726,707株、機関投資家等へ69,440株　貸出している。

 

(7)【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）  8千円

借入金額計（X）（千円）  

その他金額計（Y）（千円）  
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上記（Y）の内訳  

取得資金合計（千円）（W+X+Y）  8千円

 

②【借入金の内訳】

該当事項なし。

③【借入先の名称等】

該当事項なし。

 

EDINET提出書類

野村證券株式会社(E03810)

変更報告書（大量保有）

11/32



2【提出者（大量保有者）／2】

(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 NOMURA INTERNATIONAL PLC

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

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  

勤務先住所  

 

③【法人の場合】

設立年月日 昭和５６年３月１２日

代表者氏名 John Phizackerley

代表者役職 Chief Executive Officer,EMEA

事業内容 証券業

 

④【事務上の連絡先】

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)【保有目的】

証券業務に係わる商品在庫等として保有している。

 

(3)【重要提案行為等】
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 該当事項なし。

 

(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

 
法第27条の23第3

項本文
法第27条の23第3
項第1号

法第27条の23第3
項第2号

株券又は投資証券等（株・口）  　　　　　996,466   　　　　　112,000

新株予約権証券（株） A　　 － H　　

新株予約権付社債券（株） B　　 － I　　

対象有価証券カバードワラント C　　  J　　

株券預託証券  　　   　　

株券関連預託証券 D　　  K　　

株券信託受益証券  　　   　　

株券関連信託受益証券 E　　  L　　

対象有価証券償還社債 F　　  M　　

他社株等転換株券 G　　  N　　

合計（株・口） O　　　　　996,466 P Q　　　　　112,000

信用取引により譲渡したことにより控
除する株券等の数

R　　

共同保有者間で引渡請求権等の権利が
存在するものとして控除する株券等の
数

S　　　　　　　　　　　　663,015

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T　　　　　　　　　　　　445,451

保有潜在株式の数
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+
M+N)

U　　

 

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・
口）
（平成25年03月21日現
在）

V　　　　　　　　　　190,561,100

上記提出者の
株券等保有割合（％）
（T/(U+V)×100）

 　　　　　　　　　　　　　　0.23

直前の報告書に記載され
た
株券等保有割合（％）

 　　　　　　　　　　　　　　1.02
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(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25年1月21日 普通株券 52800 0.03 市場内 取得  

平成25年1月21日 普通株券 75100 0.04 市場内 処分  

平成25年1月21日 普通株券 20800 0.01 市場外 取得 1637

平成25年1月21日 普通株券 17200 0.01 市場外 処分 1641

平成25年1月21日 普通株券 2800 0.00 市場外 取得 貸借

平成25年1月22日 普通株券 89500 0.05 市場内 取得  

平成25年1月22日 普通株券 47600 0.02 市場内 処分  

平成25年1月22日 普通株券 46200 0.02 市場外 取得 1645

平成25年1月22日 普通株券 73100 0.04 市場外 処分 1645

平成25年1月22日 普通株券 12400 0.01 市場外 取得 貸借

平成25年1月22日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 貸借

平成25年1月23日 普通株券 47300 0.02 市場内 取得  

平成25年1月23日 普通株券 49300 0.03 市場内 処分  

平成25年1月23日 普通株券 30700 0.02 市場外 取得 1621

平成25年1月23日 普通株券 30200 0.02 市場外 処分 1623

平成25年1月23日 普通株券 1300 0.00 市場外 取得 貸借

平成25年1月24日 普通株券 50000 0.03 市場内 取得  

平成25年1月24日 普通株券 48600 0.03 市場内 処分  

平成25年1月24日 普通株券 58700 0.03 市場外 取得 1620

平成25年1月24日 普通株券 69600 0.04 市場外 処分 1619

平成25年1月24日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 貸借

平成25年1月25日 普通株券 52800 0.03 市場内 取得  

平成25年1月25日 普通株券 81000 0.04 市場内 処分  

平成25年1月25日 普通株券 63600 0.03 市場外 取得 1640

平成25年1月25日 普通株券 36500 0.02 市場外 処分 1641

平成25年1月25日 普通株券 1100 0.00 市場外 処分 貸借

平成25年1月28日 普通株券 54600 0.03 市場内 取得  

平成25年1月28日 普通株券 59900 0.03 市場内 処分  

平成25年1月28日 普通株券 17200 0.01 市場外 取得 1637

平成25年1月28日 普通株券 11400 0.01 市場外 処分 1638

平成25年1月28日 普通株券 5300 0.00 市場外 取得 貸借

平成25年1月29日 普通株券 52200 0.03 市場内 取得  
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平成25年1月29日 普通株券 60200 0.03 市場内 処分  

平成25年1月29日 普通株券 20900 0.01 市場外 取得 1632

平成25年1月29日 普通株券 26100 0.01 市場外 処分 1633

平成25年1月30日 普通株券 71500 0.04 市場内 取得  

平成25年1月30日 普通株券 77700 0.04 市場内 処分  

平成25年1月30日 普通株券 43900 0.02 市場外 取得 1651

平成25年1月30日 普通株券 29500 0.02 市場外 処分 1649

平成25年1月30日 普通株券 8600 0.00 市場外 取得 貸借

平成25年1月31日 普通株券 73100 0.04 市場内 取得  

平成25年1月31日 普通株券 76600 0.04 市場内 処分  

平成25年1月31日 普通株券 20800 0.01 市場外 取得 1660

平成25年1月31日 普通株券 25700 0.01 市場外 処分 1659

平成25年1月31日 普通株券 800 0.00 市場外 取得 貸借

平成25年2月1日 普通株券 175900 0.09 市場内 取得  

平成25年2月1日 普通株券 139600 0.07 市場内 処分  

平成25年2月1日 普通株券 75600 0.04 市場外 取得 1622

平成25年2月1日 普通株券 50300 0.03 市場外 処分 1622

平成25年2月4日 普通株券 90900 0.05 市場内 取得  

平成25年2月4日 普通株券 58000 0.03 市場内 処分  

平成25年2月4日 普通株券 76600 0.04 市場外 取得 1643

平成25年2月4日 普通株券 92700 0.05 市場外 処分 1644

平成25年2月4日 普通株券 600 0.00 市場外 取得 貸借

平成25年2月5日 普通株券 93100 0.05 市場内 取得  

平成25年2月5日 普通株券 39400 0.02 市場内 処分  

平成25年2月5日 普通株券 34600 0.02 市場外 取得 1613

平成25年2月5日 普通株券 68331 0.04 市場外 処分 1612

平成25年2月6日 普通株券 72000 0.04 市場内 取得  

平成25年2月6日 普通株券 74400 0.04 市場内 処分  

平成25年2月6日 普通株券 11800 0.01 市場外 取得 1630

平成25年2月6日 普通株券 14800 0.01 市場外 処分 1630

平成25年2月6日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 貸借

平成25年2月7日 普通株券 106800 0.06 市場内 取得  

平成25年2月7日 普通株券 95700 0.05 市場内 処分  

平成25年2月7日 普通株券 9000 0.00 市場外 取得 1632

平成25年2月7日 普通株券 34000 0.02 市場外 処分 1623

平成25年2月8日 普通株券 106500 0.06 市場内 取得  
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平成25年2月8日 普通株券 116300 0.06 市場内 処分  

平成25年2月8日 普通株券 21800 0.01 市場外 取得 1608

平成25年2月8日 普通株券 18100 0.01 市場外 処分 1614

平成25年2月8日 普通株券 5000 0.00 市場外 取得 貸借

平成25年2月8日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 貸借

平成25年2月12日 普通株券 136600 0.07 市場内 取得  

平成25年2月12日 普通株券 140100 0.07 市場内 処分  

平成25年2月12日 普通株券 35800 0.02 市場外 取得 1600

平成25年2月12日 普通株券 21400 0.01 市場外 処分 1601

平成25年2月12日 普通株券 7400 0.00 市場外 処分 貸借

平成25年2月13日 普通株券 65600 0.03 市場内 取得  

平成25年2月13日 普通株券 76200 0.04 市場内 処分  

平成25年2月13日 普通株券 8400 0.00 市場外 取得 1587

平成25年2月13日 普通株券 10200 0.01 市場外 処分 1592

平成25年2月13日 普通株券 33400 0.02 市場外 処分 貸借

平成25年2月14日 普通株券 153200 0.08 市場内 取得  

平成25年2月14日 普通株券 127700 0.07 市場内 処分  

平成25年2月14日 普通株券 20000 0.01 市場外 取得 1556

平成25年2月14日 普通株券 36300 0.02 市場外 処分 1557

平成25年2月14日 普通株券 700 0.00 市場外 処分 貸借

平成25年2月15日 普通株券 110200 0.06 市場内 取得  

平成25年2月15日 普通株券 99700 0.05 市場内 処分  

平成25年2月15日 普通株券 25800 0.01 市場外 取得 1523

平成25年2月15日 普通株券 36800 0.02 市場外 処分 1521

平成25年2月18日 普通株券 73000 0.04 市場内 取得  

平成25年2月18日 普通株券 62600 0.03 市場内 処分  

平成25年2月18日 普通株券 6000 0.00 市場外 取得 1573

平成25年2月18日 普通株券 4900 0.00 市場外 処分 1571

平成25年2月18日 普通株券 1600 0.00 市場外 取得 貸借

平成25年2月18日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 貸借

平成25年2月19日 普通株券 60300 0.03 市場内 取得  

平成25年2月19日 普通株券 78600 0.04 市場内 処分  

平成25年2月19日 普通株券 31000 0.02 市場外 取得 1565

平成25年2月19日 普通株券 23200 0.01 市場外 処分 1565

平成25年2月19日 普通株券 7300 0.00 市場外 取得 貸借

平成25年2月20日 普通株券 44400 0.02 市場内 取得  
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平成25年2月20日 普通株券 55000 0.03 市場内 処分  

平成25年2月20日 普通株券 5300 0.00 市場外 取得 1576

平成25年2月20日 普通株券 7700 0.00 市場外 処分 1576

平成25年2月20日 普通株券 1500 0.00 市場外 取得 貸借

平成25年2月20日 普通株券 1500 0.00 市場外 処分 貸借

平成25年2月21日 普通株券 95100 0.05 市場内 取得  

平成25年2月21日 普通株券 62200 0.03 市場内 処分  

平成25年2月21日 普通株券 12400 0.01 市場外 取得 1558

平成25年2月21日 普通株券 12000 0.01 市場外 処分 1558

平成25年2月22日 普通株券 58400 0.03 市場内 取得  

平成25年2月22日 普通株券 55000 0.03 市場内 処分  

平成25年2月22日 普通株券 9300 0.00 市場外 取得 1564

平成25年2月22日 普通株券 11300 0.01 市場外 処分 1560

平成25年2月22日 普通株券 6100 0.00 市場外 処分 貸借

平成25年2月25日 普通株券 53600 0.03 市場内 取得  

平成25年2月25日 普通株券 58200 0.03 市場内 処分  

平成25年2月25日 普通株券 19700 0.01 市場外 取得 1605

平成25年2月25日 普通株券 8800 0.00 市場外 処分 1617

平成25年2月25日 普通株券 700 0.00 市場外 取得 貸借

平成25年2月26日 普通株券 119400 0.06 市場内 取得  

平成25年2月26日 普通株券 112300 0.06 市場内 処分  

平成25年2月26日 普通株券 54900 0.03 市場外 取得 1635

平成25年2月26日 普通株券 56200 0.03 市場外 処分 1635

平成25年2月26日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 貸借

平成25年2月27日 普通株券 94700 0.05 市場内 取得  

平成25年2月27日 普通株券 103300 0.05 市場内 処分  

平成25年2月27日 普通株券 20400 0.01 市場外 取得 1629

平成25年2月27日 普通株券 7400 0.00 市場外 処分 1631

平成25年2月27日 普通株券 600 0.00 市場外 処分 貸借

平成25年2月28日 普通株券 162900 0.09 市場内 取得  

平成25年2月28日 普通株券 201600 0.11 市場内 処分  

平成25年2月28日 普通株券 82950 0.04 市場外 取得 1656

平成25年2月28日 普通株券 33100 0.02 市場外 処分 1649

平成25年2月28日 普通株券 14900 0.01 市場外 取得 貸借

平成25年3月1日 普通株券 618400 0.32 市場内 取得  

平成25年3月1日 普通株券 484200 0.25 市場内 処分  
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平成25年3月1日 普通株券 213550 0.11 市場外 取得 1720

平成25年3月1日 普通株券 396750 0.21 市場外 処分 1684

平成25年3月1日 普通株券 9800 0.01 市場外 取得 貸借

平成25年3月4日 普通株券 225900 0.12 市場内 取得  

平成25年3月4日 普通株券 446900 0.23 市場内 処分  

平成25年3月4日 普通株券 286200 0.15 市場外 取得 2008

平成25年3月4日 普通株券 84600 0.04 市場外 処分 1995

平成25年3月5日 普通株券 153600 0.08 市場内 取得  

平成25年3月5日 普通株券 174600 0.09 市場内 処分  

平成25年3月5日 普通株券 51600 0.03 市場外 取得 1926

平成25年3月5日 普通株券 51000 0.03 市場外 処分 1924

平成25年3月6日 普通株券 94100 0.05 市場内 取得  

平成25年3月6日 普通株券 66700 0.04 市場内 処分  

平成25年3月6日 普通株券 46600 0.02 市場外 取得 1908

平成25年3月6日 普通株券 50000 0.03 市場外 処分 1906

平成25年3月6日 普通株券 1508300 0.79 市場外 取得 貸借

平成25年3月6日 普通株券 24400 0.01 市場外 処分 貸借

平成25年3月7日 普通株券 176500 0.09 市場内 取得  

平成25年3月7日 普通株券 151300 0.08 市場内 処分  

平成25年3月7日 普通株券 58700 0.03 市場外 取得 1875

平成25年3月7日 普通株券 51500 0.03 市場外 処分 1869

平成25年3月7日 普通株券 294100 0.15 市場外 取得 貸借

平成25年3月7日 普通株券 600 0.00 市場外 処分 貸借

平成25年3月8日 普通株券 208700 0.11 市場内 取得  

平成25年3月8日 普通株券 181200 0.10 市場内 処分  

平成25年3月8日 普通株券 58300 0.03 市場外 取得 1882

平成25年3月8日 普通株券 75100 0.04 市場外 処分 1876

平成25年3月8日 普通株券 15700 0.01 市場外 取得 貸借

平成25年3月8日 普通株券 700 0.00 市場外 処分 貸借

平成25年3月11日 普通株券 102600 0.05 市場内 取得  

平成25年3月11日 普通株券 120000 0.06 市場内 処分  

平成25年3月11日 普通株券 22200 0.01 市場外 取得 1966

平成25年3月11日 普通株券 37200 0.02 市場外 処分 1967

平成25年3月11日 普通株券 2100 0.00 市場外 処分 貸借

平成25年3月12日 普通株券 194900 0.10 市場内 取得  

平成25年3月12日 普通株券 208700 0.11 市場内 処分  
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平成25年3月12日 普通株券 70200 0.04 市場外 取得 1938

平成25年3月12日 普通株券 44900 0.02 市場外 処分 1941

平成25年3月13日 普通株券 636300 0.33 市場内 取得 　

平成25年3月13日 普通株券 415000 0.22 市場内 処分 　

平成25年3月13日 普通株券 414200 0.22 市場外 取得 1894

平成25年3月13日 普通株券 490000 0.26 市場外 処分 1951

平成25年3月13日 普通株券 890093 0.47 市場外 処分 貸借

平成25年3月14日 普通株券 377500 0.20 市場内 取得 　

平成25年3月14日 普通株券 306900 0.16 市場内 処分 　

平成25年3月14日 普通株券 203150 0.11 市場外 取得 2061

平成25年3月14日 普通株券 295450 0.16 市場外 処分 2038

平成25年3月14日 普通株券 194000 0.10 市場外 処分 貸借

平成25年3月14日 普通株券 60000 0.03 市場外 取得 貸借

平成25年3月15日 普通株券 474800 0.25 市場内 取得 　

平成25年3月15日 普通株券 449900 0.24 市場内 処分 　

平成25年3月15日 普通株券 66000 0.03 市場外 取得 2081

平成25年3月15日 普通株券 244700 0.13 市場外 処分 2082

平成25年3月15日 普通株券 4800 0.00 市場外 取得 貸借

平成25年3月15日 普通株券 23700 0.01 市場外 処分 貸借

平成25年3月18日 普通株券 138100 0.07 市場内 取得 　

平成25年3月18日 普通株券 124800 0.07 市場内 処分 　

平成25年3月18日 普通株券 17200 0.01 市場外 取得 2036

平成25年3月18日 普通株券 70000 0.04 市場外 処分 2054

平成25年3月18日 普通株券 33800 0.02 市場外 取得 貸借

平成25年3月18日 普通株券 11200 0.01 市場外 処分 貸借

平成25年3月19日 普通株券 295000 0.15 市場内 取得 　

平成25年3月19日 普通株券 238500 0.13 市場内 処分  

平成25年3月19日 普通株券 22185 0.01 市場外 取得 2036

平成25年3月19日 普通株券 62500 0.03 市場外 処分 2034

平成25年3月19日 普通株券 23515 0.01 市場外 取得 貸借

平成25年3月19日 普通株券 5700 0.00 市場外 処分 貸借

平成25年3月21日 普通株券 310600 0.16 市場内 取得  

平成25年3月21日 普通株券 384700 0.20 市場内 処分  

平成25年3月21日 普通株券 158200 0.08 市場外 取得 2013

平成25年3月21日 普通株券 62400 0.03 市場外 処分 2020

平成25年3月21日 普通株券 135685 0.07 市場外 取得 貸借
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平成25年3月21日 普通株券 49500 0.03 市場外 処分 貸借

 

 

(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約により、野村證券株式会社から726,707株、NOMURA SECURITIES
INTERNATIONAL,Inc.から100,000株、機関投資家等から90,700株 借入れている。
消費貸借契約により、野村證券株式会社へ663,015株、機関投資家等へ55,900株 貸出し
ている。

 

(7)【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）  130,007千円

借入金額計（X）（千円）  

その他金額計（Y）（千円）  213,609千円

上記（Y）の内訳  顧客資金

取得資金合計（千円）（
W+X+Y）

 343,616千円

 

②【借入金の内訳】

該当事項なし。

③【借入先の名称等】

該当事項なし。
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3【提出者（大量保有者）／3】

(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  

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兼執行役会長兼社長

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】

信託財産の運用として保有している。

 

(3)【重要提案行為等】

 該当事項なし。

 

(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

 
法第27条の23第3項本

文
法第27条の23第3項第

1号
法第27条の23第3項第2

号
株券又は投資証券等（株・
口）

 　　   　　　　　615,000

新株予約権証券（株） A　　 － H　　
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新株予約権付社債券（株） B　　 － I　　

対象有価証券カバードワラント C　　  J　　

株券預託証券  　　   　　

株券関連預託証券 D　　  K　　

株券信託受益証券  　　   　　

株券関連信託受益証券 E　　  L　　

対象有価証券償還社債 F　　  M　　

他社株等転換株券 G　　  N　　

合計（株・口） O　　 P Q　　　　　615,000

信用取引により譲渡したこと
により控除する株券等の数

R　　

共同保有者間で引渡請求権等
の権利が存在するものとして
控除する株券等の数

S　　　　　　　　　　　　　46,800

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T　　　　　　　　　　　　568,200

保有潜在株式の数
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+
M+N)

U　　

 

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成25年03月21日現在）

V　　　　　　　　　　190,561,100

上記提出者の
株券等保有割合（％）
（T/(U+V)×100）

 　　　　　　　　　　　　　　0.30

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

 　　　　　　　　　　　　　　0.30

 

(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25年1月21日
普通株
券

3500 0.00 市場外 取得 1654

平成25年1月21日
普通株
券

1500 0.00 市場外 処分 1632

平成25年1月22日
普通株
券

3500 0.00 市場外 処分 1636

平成25年1月24日
普通株
券

400 0.00 市場外 処分 1616

平成25年1月30日
普通株
券

100 0.00 市場外 取得 1671

平成25年1月30日
普通株
券

1600 0.00 市場外 処分 1646

平成25年1月31日
普通株
券

800 0.00 市場外 処分 1667
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平成25年2月1日
普通株
券

700 0.00 市場外 取得 1667

平成25年2月1日
普通株
券

200 0.00 市場外 処分 1615

平成25年2月5日
普通株
券

300 0.00 市場外 処分 1610

平成25年2月6日
普通株
券

500 0.00 市場外 処分 1630

平成25年2月7日
普通株
券

2100 0.00 市場外 処分 1630

平成25年2月8日
普通株
券

1800 0.00 市場外 取得 1625

平成25年2月12日
普通株
券

2700 0.00 市場外 処分 1606

平成25年2月14日
普通株
券

100 0.00 市場外 取得 1591

平成25年2月14日
普通株
券

700 0.00 市場外 処分 1589

平成25年2月18日
普通株
券

900 0.00 市場外 取得 1532

平成25年2月18日
普通株
券

500 0.00 市場外 処分 1571

平成25年2月19日
普通株
券

1800 0.00 市場外 取得 1585

平成25年2月19日
普通株
券

1600 0.00 市場外 処分 1572

平成25年2月20日
普通株
券

2700 0.00 市場外 取得 1572

平成25年2月21日
普通株
券

900 0.00 市場外 取得 1577

平成25年2月21日
普通株
券

1500 0.00 市場外 処分 1566

平成25年2月27日
普通株
券

1100 0.00 市場外 取得 1637

平成25年2月27日
普通株
券

500 0.00 市場外 処分 1622

平成25年2月28日
普通株
券

1100 0.00 市場外 処分 1664

平成25年3月1日
普通株
券

1800 0.00 市場外 取得 1665

平成25年3月7日
普通株
券

1700 0.00 市場外 取得 1904

平成25年3月7日
普通株
券

900 0.00 市場外 処分 1896

平成25年3月12日
普通株
券

2700 0.00 市場外 取得 1973

平成25年3月12日
普通株
券

300 0.00 市場外 処分 1925

平成25年3月13日
普通株
券

700 0.00 市場外 処分 1942

平成25年3月14日
普通株
券

1600 0.00 市場外 処分 2106

平成25年3月15日
普通株
券

400 0.00 市場外 取得 2092

平成25年3月15日
普通株
券

100 0.00 市場外 処分 2086

平成25年3月18日
普通株
券

4000 0.00 市場外 取得 2080

平成25年3月18日
普通株
券

200 0.00 市場外 処分 2049

平成25年3月21日
普通株
券

4200 0.00 市場外 取得 2019
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(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約により、野村證券株式会社へ46,800株、機関投資家等へ12,800株 貸出している。

 

(7)【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）  

借入金額計（X）（千円）  

その他金額計（Y）（千円）  945,252千円

上記（Y）の内訳  顧客資金

取得資金合計（千円）（W+X+Y）  945,252千円

 

②【借入金の内訳】

該当事項なし。

③【借入先の名称等】

該当事項なし。

 

EDINET提出書類

野村證券株式会社(E03810)

変更報告書（大量保有）

24/32



4【提出者（大量保有者）／4】

(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 朝日火災海上保険株式会社

住所又は本店所在地 東京都千代田区神田美土代町７番地

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  

勤務先住所  

 

③【法人の場合】

設立年月日 昭和２６年２月２８日

代表者氏名 添田智則

代表者役職 取締役社長

事業内容 損害保険事業

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 朝日火災海上保険株式会社　経理部長　 角谷洋一

電話番号 ０３（３２９４）２１２６

 

(2)【保有目的】

友好関係を維持、強化するための政策投資として保有している。

 

(3)【重要提案行為等】

 該当事項なし。

 

(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

 
法第27条の23第3項本

文
法第27条の23第3項第

1号
法第27条の23第3項第

2号
株券又は投資証券等（株・
口）

 　　　　　300,000   　　

新株予約権証券（株） A　　 － H　　
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新株予約権付社債券（株） B　　 － I　　

対象有価証券カバードワラント C　　  J　　

株券預託証券  　　   　　

株券関連預託証券 D　　  K　　

株券信託受益証券  　　   　　

株券関連信託受益証券 E　　  L　　

対象有価証券償還社債 F　　  M　　

他社株等転換株券 G　　  N　　

合計（株・口） O　　　　　300,000P Q　　

信用取引により譲渡したこと
により控除する株券等の数

R　　

共同保有者間で引渡請求権等
の権利が存在するものとして
控除する株券等の数

S　　

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T　　　　　　　　　　　　300,000

保有潜在株式の数
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+
M+N)

U　　

 

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成25年03月21日現在）

V　　　　　　　　　　190,561,100

上記提出者の
株券等保有割合（％）
（T/(U+V)×100）

 　　　　　　　　　　　　　　0.16

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

 　　　　　　　　　　　　　　0.16

 

(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

 なし。 　 　 　 　 　 　

 

 

(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし。

 

(7)【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）  1,167,094千円
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借入金額計（X）（千円）  

その他金額計（Y）（千円）  

上記（Y）の内訳  

取得資金合計（千円）（W+X+Y）  1,167,094千円

 

②【借入金の内訳】

該当事項なし。

③【借入先の名称等】

該当事項なし。
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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 野村土地建物株式会社

住所又は本店所在地 東京都中央区日本橋本町一丁目７番２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  

勤務先住所  

 

③【法人の場合】

設立年月日 昭和３２年４月１５日

代表者氏名 松山久敏

代表者役職 取締役社長

事業内容 不動産賃貸業

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 野村土地建物株式会社　総務部長　中野典人 

電話番号 ０３（３２３１）１９０１

 

(2)【保有目的】

発行会社の親会社として長期的に保有

 

(3)【重要提案行為等】

 該当事項なし。

 

(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

 法第27条の23第3項本文
法第27条の23第3項第

1号
法第27条の23第3項第

2号
株券又は投資証券等（株・
口）

 　　　　68,947,500   　　

新株予約権証券（株） A　　 － H　　
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新株予約権付社債券（株） B　　 － I　　

対象有価証券カバードワラント C　　  J　　

株券預託証券  　　   　　

株券関連預託証券 D　　  K　　

株券信託受益証券  　　   　　

株券関連信託受益証券 E　　  L　　

対象有価証券償還社債 F　　  M　　

他社株等転換株券 G　　  N　　

合計（株・口） O　　　　68,947,500P Q　　

信用取引により譲渡したこと
により控除する株券等の数

R　　

共同保有者間で引渡請求権等
の権利が存在するものとして
控除する株券等の数

S　　　　　　　　　　　4,170,000

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T　　　　　　　　　　　64,777,500

保有潜在株式の数
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+
M+N)

U　　

 

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成25年03月21日現在）

V　　　　　　　　　　190,561,100

上記提出者の
株券等保有割合（％）
（T/(U+V)×100）

 　　　　　　　　　　　　　33.99

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

 　　　　　　　　　　　　　48.62

 

(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25年3月21日普通株券 2787000014.63 市場外 処分 1779.44

 

 

(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

平成25年3月12日、野村證券株式会社との間で株式売出し2787万株の買取引受契約（平成25年3月21日受渡完了）
及びオーバーアロットメントによる売出しに関連して417万株の株券貸借取引に関する契約を締結しております。
また、野村證券株式会社に対し、平成25年3月12日から平成25年9月16日までの期間中、野村證券株式会社の事前の
書面による同意なしには保有株式の売却等を行わない約束を行なった書面を提出しております。

 

(7)【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】
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自己資金額（W）（千円）  27,579,000千円

借入金額計（X）（千円）  

その他金額計（Y）（千円）  

上記（Y）の内訳

 平成18年4月1日付株式分割
により、96,623,865株を取
得（内、平成25年3月21日
27,870,000株を処分）

 
取得資金合計（千円）（W+X+Y）

 27,579,000千円

 

②【借入金の内訳】

該当事項なし。

③【借入先の名称等】

該当事項なし。
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第３【共同保有者に関する事項】
１【共同保有者／１】

(1)【共同保有者の概要】

　該当事項なし。

①【共同保有者】

②【個人の場合】

③【法人の場合】

④【事務上の連絡先】

 

(2)【上記共同保有者の保有株券等の内訳】

　　　該当事項なし。

①【保有株券等の数】

②【株券等保有割合】

 
第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
１【提出者及び共同保有者】

（１）   野村證券株式会社

（２）   NOMURA INTERNATIONAL PLC

（３）   野村アセットマネジメント株式会社 

（４）   朝日火災海上保険株式会社

（５）   野村土地建物株式会社

 

２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

(1)【保有株券等の数】

 
法第27条の23第3項本

文
法第27条の23第3項

第1号
法第27条の23第3項第

2号

株券又は投資証券等（株・口）  　　　　71,427,531   　　　　　727,000

新株予約権証券（株） A　　 － H　　

新株予約権付社債券（株） B　　 － I　　

対象有価証券カバードワラント C　　  J　　

株券預託証券  　　   　　

株券関連預託証券 D　　  K　　

株券信託受益証券 　　  　　 

株券関連信託受益証券 E　　  L　　

対象有価証券償還社債 F　　  M　　

他社株等転換株券 G　　  N　　

合計（株・口） O　　　　71,427,531P Q　　　　　727,000
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信用取引により譲渡したことに
より控除する株券等の数

R　　

共同保有者間で引渡請求権等の
権利が存在するものとして控除
する株券等の数

S　　　　　　　　　　　5,606,522

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T　　　　　　　　　　　66,548,009

保有潜在株式の数
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+
M+L)

U　　

 

(2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成25年03月21日現在）

V　　　　　　　　　　190,561,100

上記提出者の
株券等保有割合（％）
（T/(U+V)×100）

 　　　　　　　　　　　　　34.92

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

 　　　　　　　　　　　　　52.30

  

(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名
保有株券等の数（総数）（株・

口）
株券等保有割合（％）

野村證券株式会社 　　　　　　　　　　　　456,858 　　　　　　　　0.24

NOMURA INTERNATIONAL PLC　　　　　　　　　　　　445,451 　　　　　　　　0.23

野村アセットマネジメント
株式会社

　　　　　　　　　　　　568,200 　　　　　　　　0.30

朝日火災海上保険株式会社 　　　　　　　　　　　　300,000 　　　　　　　　0.16

野村土地建物株式会社 　　　　　　　　　　　64,777,500 　　　　　　　33.99

合計 　　　　　　　　　　　66,548,009 　　　　　　　34.92
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