
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23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。 

  

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

ただし、新株予約権の割当後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。）または株式併合を行

う場合は、次の算式により調整されるものとする。かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権

の付与株式数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとす

る。 

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとす

る。 

第３【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23年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成23年11月11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 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

決議年月日 平成23年７月15日 

新株予約権の数（個）（注１）  670

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）  67,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注２）  727

新株予約権の行使期間 
平成26年８月２日から 

平成33年３月31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 727

資本組入額 364

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権

者」という。）は、権利行使時において当社または当

社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員の

いずれかの地位を有していることを要する。ただし、

任期満了による退任、定年または転籍出向等会社都合

による退職、その他、取締役会が正当な理由があると

認めた場合はこの限りではない。 

②新株予約権の相続はこれを認めない。 

③１個の新株予約権につき、一部行使はできないものと

する。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得については、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 （注３) 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率



２．新株予約権の割当後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。 

① 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１

円未満の端数は切り上げるものとする。 

② 当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使による場

合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるも

のとする。 

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数

を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」と読み替えるものとする。 

③ 当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、

合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 

３．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に

限る。）（以上を総称して以下「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力

発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の

日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株

式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をい

う。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を保有する新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下「再編成対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、

残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号

に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設

分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 

① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

② 新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の種類 

再編成対象会社の普通株式とする。 

③ 新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の数 

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権

の目的となる株式の数」に準じて決定する。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記（注）２③に従って定める調整

後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の数を

乗じて得られる金額とする。 

⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。 

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

イ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の

端数は、これを切り上げるものとする。 

ロ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ記載の資

本金等増加限度額から上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。 

⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件 

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画

承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当

社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合）は、

取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。 

  

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１ 

分割または併合の比率

調 整 後

行使価額
＝ 

調 整 前

行使価額
× 

既発 行

株式 数
＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（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23年７月１日 
～ 

平成23年９月30日 
 －  51,172  －  7,205,864  －  6,892,184



（６）【大株主の状況】

  

（注）１．前事業年度末において、主要株主であった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は

（議決権比率7.91％)、当第２四半期連結会計期間末では主要株主でなくなっております。 

２．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。 

３．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788千株、年

金信託設定株数488千株、その他信託株数537千株です。 

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7,260千株（14.18％）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23年５月18日付の大量保有報告書

の変更報告書の写しの送付があり、平成23年５月13日現在で2,248千株を保有している旨の報告を受けており

ますが、当社として実質所有株式数の確認ができませんので上記大株主の状況には含めておりません。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の写し

の内容は以下のとおりであります。 

  

  平成23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） 

 3,470  6.78

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

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

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） 
 2,053  4.01

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  1,815  3.54

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

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) 

 1,580  3.08

ＮＳＤ従業員持株会 東京都新宿区西新宿２丁目７番１号  1,383  2.70

橋 田  麗 子 兵庫県西宮市  1,120  2.18

第一生命保険株式会社 

（常任代理人 資産管理サービス信託

銀行株式会社） 

東京都千代田区有楽町１丁目13番１号 

（東京都中央区晴海１丁目８番12号） 
 941  1.83

計 －  18,935  37.00

  氏名又は名称 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、ビショップスゲート201 

  保有株券等の数 株式 2,248千株 

  株券等保有割合 4.39％ 



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１株が含まれております。 

  

②【自己株式等】 

（注）上記自己保有株式には、単元未満株式１株は含まれておりません。 

  

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。なお、役職の異動は、

次のとおりであります。 

  

役職の異動 

  

７．ハリス・アソシエイツ・エル・ピーから平成23年９月９日付の大量保有報告書の変更報告書の写しの送付が

あり、平成23年９月５日現在で2,665千株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として実質所有

株式数の確認ができませんので上記大株主の状況には含めておりません。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。 

  

  氏名又は名称 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 2,665千株 

  株券等保有割合 5.20％ 

（７）【議決権の状況】

  平成23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  7,260,100

完全議決権株式（その他） 普通株式  43,825,600  438,256 － 

単元未満株式 普通株式  86,460 － － 

発行済株式総数  51,172,160 － － 

総株主の議決権 －  438,256 － 

  平成23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ＮＳＤ 
東京都新宿区西新宿

２丁目７番１号 
 7,260,100 －  7,260,100  14.18

計 －  7,260,100 －  7,260,100  14.18

２【役員の状況】

新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日 

取締役執行役員 管理本部長 
取締役執行役員 管理本部長

 兼 総務部長  
前川 秀志 平成23年７月１日 
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