
①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注）提出日現在の発行数には、平成22年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。 

  

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  200,000,000

計  200,000,000

種類 
第２四半期会計期間末
現在発行数（株） 
（平成22年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成22年11月12日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式  51,172,160  51,172,160
東京証券取引所 

（市場第一部） 

単元株式数 

100株 

計  51,172,160  51,172,160 － － 



平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づくストック・オプションの内容は次のとおりで

あります。 

株主総会の特別決議（平成17年６月29日） 

（注）１．新株予約権１個当たりの株式数は、200株であります。 

２．平成19年１月30日開催の取締役会決議により、平成19年４月１日付で１株を２株とする株式分割を行ってお

ります。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」が調整されております。また、新株予約権１個に

つき目的となる株式数は、200株に調整されております。 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（２）【新株予約権等の状況】

  
第２四半期会計期間末現在 

（平成22年９月30日） 

新株予約権の数（個）（注１、２）  58

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注１、２）  11,600

新株予約権の行使時の払込金額（円）  1

新株予約権の行使期間 
平成17年７月２日から 

平成37年６月29日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 

資本組入額 

 

 

1

1

新株予約権の行使の条件 

(1）当社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した

日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新

株予約権を行使できる。 

(2）前記(1)にかかわらず、平成36年６月30日に至るまで

新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合に

は、平成36年７月１日から平成37年６月29日までに限

り新株予約権を行使できる。 

(3）各新株予約権１個当たりの一部行使はできない。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要す

る。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（千株） 

発行済株式総
数残高 

（千株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成22年７月１日 
～ 

平成22年９月30日 
 －  51,172  －  7,205,864  －  6,892,184



（６）【大株主の状況】

（注）１．野村信託銀行株式会社（退職給付信託三菱東京UFJ銀行口）2,129千株は、株式会社三菱東京UFJ銀行が保有

する当社株式を退職給付信託に拠出したものであり、その議決権は株式会社三菱東京UFJ銀行が実質的に保

有しております。 

２．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数内訳は、投資信託設定株数650千株、

年金信託設定株数604千株、その他信託株数407千株です。 

３．日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数内訳は、投資信託設定株数731千株、年金

信託設定株数224千株、その他信託株数113千株です。  

４．千株未満及び発行済株式総数に対する所有株式数の割合は小数点以下３桁目を切り捨てて表示しておりま

す。  

５．当社は、自己株式6,010千株（11.74％）を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。 

６．ヘンダーソン・インベストメント・マネージメント・リミテッドから平成22年10月12日付の大量保有報告書

の変更報告書(５)の写しの送付があり、平成22年10月７日現在で3,031千株を保有している旨の報告を受け

ておりますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができませ

ん。 

なお、ヘンダーソン・インベストメント・マネージメント・リミテッドの大量保有報告書の変更報告書(５)

の写しの内容は以下のとおりであります。 

  

  平成22年９月30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(％) 

ステートストリートバンクアンドトラ

ストカンパニー505223 

(常任代理人 株式会社みずほコーポ

レート銀行決済営業部) 

 P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 

02101 U.S.A 

（東京都中央区月島４丁目16番13号） 

 5,107  9.98

大同生命保険株式会社 

(常任代理人 日本トラスティ・サー

ビス信託銀行株式会社) 

大阪府大阪市西区江戸堀１丁目２番１号 

（東京都中央区晴海１丁目８番11号） 
 3,566  6.96

IPC株式会社 
大阪府大阪市西区京町堀１丁目10番12号

201 
 2,840  5.54

タイヨーパールファンドエルピー 

(常任代理人 シティバンク銀行株式

会社) 

C/0 WALKERS SPV LIMITED, WALKER HOUSE, 

87 MARY ST. GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN 

KY1-9002, CAYMAN ISLANDS 

(東京都品川区東品川２丁目３番14号) 

 2,507  4.89

野村信託銀行株式会社(退職給付信託

三菱東京UFJ銀行口) 
東京都千代田区大手町２丁目２番２号  2,129  4.16

日本トラスティ・サービス信託銀行株

式会社(信託口) 
東京都中央区晴海１丁目８番11号  1,661  3.24

有限会社KDアソシエイツ 
大阪府大阪市西区京町堀１丁目10番12号

201 
 1,601  3.12

ＮＳＤ従業員持株会 東京都新宿区西新宿２丁目７番１号  1,232  2.40

橋 田  麗 子 兵庫県西宮市  1,120  2.18

日本マスタートラスト信託銀行株式会

社(信託口) 
東京都港区浜松町２丁目11番３号  1,069  2.08

計 －  22,834  44.62

  大量保有者 ヘンダーソン・インベストメント・マネージメント・リミテッド 

  住所 英国、EC2M 3AE、ロンドン、ビショップスゲイト201 

  保有株券等の数 株式 3,031,100株 

  株券等保有割合 5.92% 



①【発行済株式】 

（注）１．「完全議決権株式（その他）」及び「単元未満株式」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が

それぞれ300株（議決権３個）及び80株含まれております。 

２．「単元未満株式」には当社所有の自己株式29株が含まれております。 

  

②【自己株式等】 

（注）１．上記自己保有株式には、単元未満株式29株は含まれておりません。 

２．平成22年10月１日付けで、会社名を株式会社日本システムディベロップメントから株式会社ＮＳＤに変更し

ております。 

  

７．ハリス・アソシエイツ・エル・ピーから平成22年10月12日付の大量保有報告書の変更報告書(１)の写しの送

付があり、平成22年10月６日現在で3,183千株を保有している旨の報告を受けておりますが、株主名簿の記

載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。  

なお、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーの大量保有報告書の写しの内容は以下のとおりであります。 

  

  大量保有者 ハリス・アソシエイツ・エル・ピー 

  住所 
60602、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ市スィート500、ノースラサール街2
番地 

  保有株券等の数 株式 3,183,400株 

  株券等保有割合 6.22% 

（７）【議決権の状況】

  平成22年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

－ － 
普通株式  6,010,000

完全議決権株式（その他） 普通株式  45,073,500  450,735 － 

単元未満株式 普通株式  88,660 － － 

発行済株式総数  51,172,160 － － 

総株主の議決権 －  450,735 － 

  平成22年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％) 

（自己保有株式）        

株式会社日本システム

ディベロップメント 

東京都新宿区西新宿

２丁目７番１号 
 6,010,000  －  6,010,000  11.74

計 －  6,010,000  －  6,010,000  11.74



【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

（注） 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

２【株価の推移】

月別 平成22年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

高（円）  1,178  1,148  1,064  1,040  980  971

低（円）  1,052  922  967  929  899  891

３【役員の状況】




