
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】(２) 変更報告書ＮＯ．５ 

【根拠条文】 法第２７条の２５第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【氏名又は名称】(３) 野村證券株式会社 執行役社長 古賀 信行 

【住所又は本店所在地】(３) 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 

【報告義務発生日】(４) 平成 18年 2月15日 

【提出日】 平成 18年 2月21日 

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 ６ 名 

【提出形態】(５) 連 名 



  

第１【発行会社に関する事項】(６) 
  

  

発行会社の名称 ＧＭＯインターネット株式会社

会社コード ９４４９ 

上場・店頭の別 上場 

上場証券取引所 東京 

本店所在地 東京都渋谷区桜丘町２６－１ セルリアンタワー



 第２【提出者に関する事項】 

１【提出者（大量保有者）／１】(７) 

(1）【提出者の概要】(８) 

①【提出者（大量保有者）】 

  

②【個人の場合】 

 

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   

生年月日   

職業   

勤務先名称   

勤務先住所   



③【法人の場合】 

  

④【事務上の連絡先】 

  

(2)【保有目的】(９) 

  

(3）【上記提出者の保有株券等の内訳】(10) 

①【保有株券等の数】 

※     新株予約権付社債券の10,333,333株は転換社債券である。 

②【株券等保有割合】 

 

設立年月日  平成１３年５月７日

代表者氏名 古賀 信行 

代表者役職  執行役社長 

事業内容 証券業  

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 法人情報管理課長 茂木 潤一 

電話番号 ０３（３２１１）１８１１

 証券業務に係る商品在庫、株式累積投資業務、及びミニ株投資業務の運営目的として保有している。 

  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（株）        213,600株                   0株

新株引受権証書（株） A                 0株 － G                  0株

新株予約権証券（株） B                 0株 － H                  0株

新株予約権付社債券（株） C        10,333,333株 － I                  0株

対象有価証券カバードワラント D                 0株 J                  0株

株券預託証券 

株券関連預託証券 E                 0株 K                  0株

対象有価証券償還社債 F                 0株 L                  0株

合計（株） M       10,546,933株 N O                  0株

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 

P                 50,000 株

保有株券等の数（総数） 
（M+N+O-P） 

Q                    10,496,933 株

保有潜在株式の数 
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L） 

R                    10,333,333 株

発行済株式総数（株） 
（平成18年2月15日現在） 

S                 62,031,378株

上記提出者の 
株券等保有割合（％） 
（Q/(R+S)×100） 

                   14.51 ％

直前の報告書に記載された 
株券等保有割合（％） 

                        14.43 ％



(4）【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】(11)  

年月日 株券等の種類 数量 取得又は処分の別 単価

平成17年12月15日 普通株券 10200 取得   

平成17年12月15日 普通株券 11300 処分   

平成17年12月16日 普通株券 17500 取得   

平成17年12月16日 普通株券 1600 処分   

平成17年12月16日 普通株券 5000 取得 2409円

平成17年12月16日 普通株券 20000 処分 2459円

平成17年12月19日 普通株券 40200 取得   

平成17年12月19日 普通株券 30600 処分   

平成17年12月19日 普通株券 8000 処分 2409円

平成17年12月20日 普通株券 5300 取得   

平成17年12月20日 普通株券 1300 処分   

平成17年12月21日 普通株券 29800 取得   

平成17年12月21日 普通株券 18200 処分

平成17年12月22日 普通株券 43100 取得

平成17年12月22日 普通株券 21100 処分

平成17年12月22日 普通株券 10000 取得 2615円

平成17年12月22日 普通株券 35000 処分 2655円

平成17年12月26日 普通株券 19100 取得

平成17年12月26日 普通株券 14700 処分

平成17年12月26日 普通株券 6000 処分 2783円

平成17年12月27日 普通株券 1700 取得

平成17年12月27日 普通株券 4800 処分

平成17年12月28日 普通株券 28600 取得

平成17年12月28日 普通株券 11000 処分

平成17年12月28日 普通株券 5000 取得 2887円

平成17年12月28日 普通株券 26000 処分 2914円

平成17年12月29日 普通株券 21500 取得

平成17年12月29日 普通株券 33900 処分

平成17年12月29日 普通株券 18000 取得 2955円

平成17年12月29日 普通株券 6000 処分 3039円

平成17年12月30日 普通株券 46200 取得

平成17年12月30日 普通株券 46000 処分

平成17年12月30日 普通株券 6000 処分 2916円

平成18年1月4日 普通株券 10200 取得

平成18年1月4日 普通株券 11100 処分



平成18年1月5日 普通株券 86400 取得

平成18年1月5日 普通株券 39900 処分

平成18年1月5日 普通株券 34700 取得 2750円

平成18年1月5日 普通株券 38000 処分 2792円

平成18年1月6日 普通株券 37900 取得

平成18年1月6日 普通株券 71300 処分

平成18年1月10日 普通株券 200 取得

平成18年1月10日 普通株券 5100 処分

平成18年1月11日 普通株券 5800 取得

平成18年1月11日 普通株券 2600 処分

平成18年1月11日 普通株券 6000 処分 2686円

平成18年1月12日 普通株券 22300 取得

平成18年1月12日 普通株券 22800 処分

平成18年1月13日 普通株券 58500 取得

平成18年1月13日 普通株券 76200 処分

平成18年1月13日 普通株券 20000 取得 2763円

平成18年1月13日 普通株券 3500 処分 2795円

平成18年1月16日 普通株券 9100 取得

平成18年1月16日 普通株券 9800 処分

平成18年1月17日 普通株券 175000 取得

平成18年1月17日 普通株券 11000 処分

平成18年1月17日 普通株券 5000 取得 2652円

平成18年1月17日 普通株券 170000 処分 2648円

平成18年1月18日 普通株券 300 取得

平成18年1月18日 普通株券 2200 処分

平成18年1月19日 普通株券 208600 取得

平成18年1月19日 普通株券 210000 処分

平成18年1月20日 普通株券 10400 取得

平成18年1月20日 普通株券 12500 処分

平成18年1月23日 普通株券 15800 取得

平成18年1月23日 普通株券 300 処分

平成18年1月24日 普通株券 1900 取得

平成18年1月24日 普通株券 400 処分

平成18年1月25日 普通株券 7500 取得

平成18年1月25日 普通株券 6700 処分

平成18年1月26日 普通株券 57700 取得

平成18年1月26日 普通株券 9300 処分



  

 (5)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】(12) 

  

(6）【保有株券等の取得資金】(13) 

平成18年1月27日 普通株券 3900 取得

平成18年1月27日 普通株券 1300 処分

平成18年1月30日 普通株券 4500 取得

平成18年1月30日 普通株券 20600 処分

平成18年1月30日 普通株券 9000 取得 2070円

平成18年1月31日 普通株券 2300 取得

平成18年1月31日 普通株券 3100 処分

平成18年2月1日 普通株券 1500 取得

平成18年2月1日 普通株券 2600 処分

平成18年2月2日 普通株券 15300 取得

平成18年2月2日 普通株券 11800 処分

平成18年2月2日 普通株券 2300 処分 2211円

平成18年2月3日 普通株券 27100 取得

平成18年2月3日 普通株券 28300 処分

平成18年2月6日 普通株券 600 取得

平成18年2月6日 普通株券 3000 処分

平成18年2月7日 普通株券 22100 取得

平成18年2月7日 普通株券 20600 処分

平成18年2月8日 普通株券 10200 取得

平成18年2月8日 普通株券 13200 処分

平成18年2月9日 普通株券 3100 取得

平成18年2月9日 普通株券 400 処分

平成18年2月10日 普通株券 200 取得

平成18年2月10日 普通株券 2800 処分

平成18年2月13日 普通株券 500 取得

平成18年2月13日 普通株券 800 処分

平成18年2月14日 普通株券 16500 取得

平成18年2月14日 普通株券 15900 処分

平成18年2月15日 普通株券 3200 取得

平成18年2月15日 普通株券 2900 処分

  
消費貸借契約により、85,400株を借入れている。 
保有株のうち 1,600株は株式累積投資業務を運営するにあたり顧客と共同して保有する株数であり、 
その内顧客の持ち分は 1,548株である。 
保有株のうち 3,700株はミニ株式投資業務を運営するにあたり顧客と共同して保有する株数であり、 
その内顧客の持ち分は 3,650株である。 
締結していた信託財産に関する責任財産限定特約付金銭消費貸借契約100億円のオプションを平成18年2月15日 
付けにて行使しました。 
  



①【取得資金の内訳】 

  

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。 

自己資金額（T）（千円） 31,270,576千円

借入金額計（U）（千円） ０千円

その他金額計（V）（千円）  ０千円

上記（V）の内訳 

取得資金合計（千円）（T+U+V） 31,270,576千円



２【提出者（大量保有者）／２】(７) 

(1）【提出者の概要】(８) 

①【提出者（大量保有者）】 

  

②【個人の場合】 

 

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 Nomura House 1,St.Martin’s-le Grand London EC1A 4NP,England 

旧氏名又は名称   

旧住所又は本店所在地   

生年月日   

職業   

勤務先名称   

勤務先住所   



③【法人の場合】 

  

④【事務上の連絡先】 

  

(2)【保有目的】(９) 

  

(3）【上記提出者の保有株券等の内訳】(10) 

①【保有株券等の数】 

  

②【株券等保有割合】 

 

設立年月日  昭和５６年４月１日

代表者氏名 石田 友豪 

代表者役職  Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ ａｎｄ ＣＥＯ

事業内容 証券業  

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 法人情報管理課長 茂木潤一 

電話番号 ０３（３２１１）１８１１

 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 

  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（株）       735,600株                   0株

新株引受権証書（株） A                 0株 － G                  0株

新株予約権証券（株） B                 0株 － H                  0株

新株予約権付社債券（株） C                 0株 － I                  0株

対象有価証券カバードワラント D                 0株 J                  0株

株券預託証券 

株券関連預託証券 E                 0株 K                  0株

対象有価証券償還社債 F                 0株 L                  0株

合計（株） M       735,600株 N O                  0株

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 

P                              0 株

保有株券等の数（総数） 
（M+N+O-P） 

Q                    735,600株

保有潜在株式の数 
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L） 

R                              0 株

発行済株式総数（株） 
（平成18年2月15日現在） 

S                  62,031,378株

上記提出者の 
株券等保有割合（％） 
（Q/(R+S)×100） 

                      1.19％

直前の報告書に記載された 
株券等保有割合（％） 

                         0.76％          



(4）【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】(11) 

年月日 株券等の種類 数量 取得又は処分の別 単価

平成17年12月19日 普通株券 2100 取得   

平成17年12月19日 普通株券 2100 処分   

平成17年12月20日 普通株券 50000 取得   

平成17年12月20日 普通株券 50000 処分   

平成17年12月21日 普通株券 9500 取得   

平成17年12月21日 普通株券 9500 処分   

平成17年12月22日 普通株券 3000 取得   

平成17年12月22日 普通株券 3000 処分   

平成17年12月26日 普通株券 10600 取得   

平成17年12月26日 普通株券 10600 処分   

平成17年12月28日 普通株券 108500 取得   

平成17年12月28日 普通株券 108500 処分   

平成17年12月29日 普通株券 15000 取得   

平成17年12月29日 普通株券 15000 処分   

平成18年1月5日 普通株券 125000 取得   

平成18年1月5日 普通株券 125000 処分   

平成18年1月6日 普通株券 125000 取得   

平成18年1月6日 普通株券 125000 処分   

平成18年1月10日 普通株券 16000 取得   

平成18年1月10日 普通株券 16000 処分   

平成18年1月13日 普通株券 128100 取得   

平成18年1月13日 普通株券 128100 処分   

平成18年1月16日 普通株券 98300 取得   

平成18年1月16日 普通株券 98300 処分   

平成18年1月17日 普通株券 221500 取得   

平成18年1月17日 普通株券 221500 処分   

平成18年1月18日 普通株券 88800 取得   

平成18年1月18日 普通株券 88800 処分   

平成18年1月19日 普通株券 307300 取得   

平成18年1月19日 普通株券 307300 処分   

平成18年1月23日 普通株券 40000 取得   

平成18年1月23日 普通株券 40000 処分   

平成18年1月24日 普通株券 73800 取得   

平成18年1月24日 普通株券 73800 処分   

平成18年1月26日 普通株券 20800 取得   



  

(5)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】(12) 

  

(6）【保有株券等の取得資金】(13) 

①【取得資金の内訳】 

  

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。 

平成18年1月26日 普通株券 20800 処分   

平成18年1月27日 普通株券 8800 取得   

平成18年1月27日 普通株券 8800 処分   

平成18年1月30日 普通株券 27500 取得   

平成18年1月30日 普通株券 27500 処分   

平成18年2月7日 普通株券 1000 取得   

平成18年2月7日 普通株券 1000 処分   

平成18年2月8日 普通株券 1700 取得   

平成18年2月8日 普通株券 1700 処分   

平成18年2月9日 普通株券 1000 取得   

平成18年2月9日 普通株券 1000 処分   

消費貸借契約により735,600借入れている。  

自己資金額（T）（千円） ０千円

借入金額計（U）（千円）   ０千円

その他金額計（V）（千円）   ０千円

上記（V）の内訳 

取得資金合計（千円）（T+U+V） ０千円



３【提出者（大量保有者）／３】(７) 

(1）【提出者の概要】(８) 

①【提出者（大量保有者）】 

  

②【個人の場合】 

 

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 , N.Y. 10281-1198 

旧氏名又は名称   

旧住所又は本店所在地   

生年月日   

職業   

勤務先名称   

勤務先住所   



③【法人の場合】 

  

④【事務上の連絡先】 

  

(2)【保有目的】(９) 

  

(3）【上記提出者の保有株券等の内訳】(10) 

①【保有株券等の数】 

  

②【株券等保有割合】 

 

設立年月日 昭和 ４４年 ９月 １２日

代表者氏名 高橋 秀行 

代表者役職  ＣＥＯ 

事業内容 証券業  

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 法人情報管理課長 茂木潤一 

電話番号 ０３（３２１１）１８１１

 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 

  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（株）            52,000株                   0株

新株引受権証書（株） A                 0株 － G                  0株

新株予約権証券（株） B                 0株 － H                  0株

新株予約権付社債券（株） C                 0株 － I                  0株

対象有価証券カバードワラント D                 0株 J                  0株

株券預託証券 

株券関連預託証券 E                 0株 K                  0株

対象有価証券償還社債 F                 0株 L                  0株

合計（株） M            52,000株 N O                  0株

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 

P                             0 株

保有株券等の数（総数） 
（M+N+O-P） 

Q                      52,000 株

保有潜在株式の数 
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L） 

R                              0 株

発行済株式総数（株） 
（平成 18年2月15日現在） 

S                 62,031,378株

上記提出者の 
株券等保有割合（％） 
（Q/(R+S)×100） 

                        0.08％

直前の報告書に記載された 
株券等保有割合（％） 

                          0.07％           



(4)【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】(11) 

年月日 株券等の種類 数量 取得又は処分の別 単価

平成17年12月16日 普通株券 33000 取得   

平成17年12月16日 普通株券 33000 処分   

平成17年12月20日 普通株券 2400 取得   

平成17年12月20日 普通株券 2400 処分   

平成17年12月21日 普通株券 10300 取得   

平成17年12月21日 普通株券 10300 処分   

平成17年12月27日 普通株券 5000 取得   

平成17年12月27日 普通株券 5000 処分   

平成17年12月28日 普通株券 15000 取得   

平成17年12月28日 普通株券 15000 処分   

平成17年12月29日 普通株券 9600 取得   

平成17年12月29日 普通株券 9600 処分   

平成17年12月30日 普通株券 2900 取得   

平成17年12月30日 普通株券 2900 処分   

平成18年1月5日 普通株券 36300 取得   

平成18年1月5日 普通株券 36300 処分   

平成18年1月6日 普通株券 22400 取得   

平成18年1月6日 普通株券 22400 処分   

平成18年1月10日 普通株券 2400 取得   

平成18年1月10日 普通株券 2400 処分   

平成18年1月19日 普通株券 229300 取得   

平成18年1月19日 普通株券 229300 処分   

平成18年1月20日 普通株券 140600 取得   

平成18年1月20日 普通株券 140600 処分   

平成18年1月23日 普通株券 35000 取得   

平成18年1月23日 普通株券 35000 処分   

平成18年1月24日 普通株券 13500 取得   

平成18年1月24日 普通株券 13500 処分   

平成18年1月25日 普通株券 600 取得   

平成18年1月25日 普通株券 600 処分   

平成18年1月26日 普通株券 49900 取得   

平成18年1月26日 普通株券 49900 処分   

平成18年1月27日 普通株券 50500 取得   

平成18年1月27日 普通株券 50500 処分   

平成18年1月30日 普通株券 5200 取得   



  

(5)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】(12) 

  

(6）【保有株券等の取得資金】(13) 

①【取得資金の内訳】 

  

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。 

平成18年1月30日 普通株券 5200 処分   

平成18年1月31日 普通株券 8200 取得   

平成18年1月31日 普通株券 8200 処分   

平成18年2月2日 普通株券 13500 取得   

平成18年2月2日 普通株券 13500 処分   

平成18年2月6日 普通株券 700 取得   

平成18年2月6日 普通株券 700 処分   

平成18年2月8日 普通株券 1700 取得   

平成18年2月8日 普通株券 1700 処分   

株券貸借契約により 52,000株を借入れている。 

自己資金額（T）（千円） ０千円

借入金額計（U）（千円） ０千円    

その他金額計（V）（千円） ０千円

上記（V）の内訳 

取得資金合計（千円）（T+U+V） ０千円



４【提出者（大量保有者）／４】(７) 

(1）【提出者の概要】(８) 

①【提出者（大量保有者）】 

  

②【個人の場合】 

 

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 

旧氏名又は名称   

旧住所又は本店所在地   

生年月日   

職業   

勤務先名称   

勤務先住所   



③【法人の場合】 

  

④【事務上の連絡先】 

  

(2)【保有目的】(９) 

  

(3）【上記提出者の保有株券等の内訳】(10) 

①【保有株券等の数】 

  

②【株券等保有割合】 

 

設立年月日 平成元年４月５日

代表者氏名 高橋 秀行 

代表者役職  Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ ＆ ＣＥＯ

事業内容 証券業  

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 法人情報管理課長 茂木潤一 

電話番号 ０３（３２１１）１８１１

 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 

  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（株）            42,000株                   0株

新株引受権証書（株） A                 0株 － G                  0株

新株予約権証券（株） B                 0株 － H                  0株

新株予約権付社債券（株） C                 0株 － I                  0株

対象有価証券カバードワラント D                 0株 J                  0株

株券預託証券 

株券関連預託証券 E                 0株 K                  0株

対象有価証券償還社債 F                 0株 L                  0株

合計（株） M           42,000株 N O                  0株

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 

P                              0 株

保有株券等の数（総数） 
（M+N+O-P） 

Q                         42,000 株

保有潜在株式の数 
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L） 

R                          0 株

発行済株式総数（株） 
（平成18年2月15日現在） 

S                   62,031,378 株

上記提出者の 
株券等保有割合（％） 
（Q/(R+S)×100） 

                        0.07  ％

直前の報告書に記載された 
株券等保有割合（％） 

                         0.07  ％          



(4)【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】(11) 

  

(5)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】(12) 

  

(6）【保有株券等の取得資金】(13) 

①【取得資金の内訳】 

  

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。 

年月日 株券等の種類 数量 取得又は処分の別 単価

なし。     

株券貸借契約により42,000株を借入れている。 

自己資金額（T）（千円） ０千円

借入金額計（U）（千円）          ０千円

その他金額計（V）（千円）          ０千円

上記（V）の内訳   

取得資金合計（千
円）（T+U+V） 

０千円



５【提出者（大量保有者）／５】(７) 

(1）【提出者の概要】(８) 

①【提出者（大量保有者）】 

  

②【個人の場合】 

 

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   

生年月日   

職業   

勤務先名称   

勤務先住所   



③【法人の場合】 

  

④【事務上の連絡先】 

  

(2)【保有目的】(９) 

  

(3）【上記提出者の保有株券等の内訳】(10) 

①【保有株券等の数】 

  

②【株券等保有割合】 

  

(4)【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】(11) 

設立年月日  昭和３４年１２月１日

代表者氏名 柴田 拓美 

代表者役職  執行役社長 

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 

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 コンプライアンス部  
木村 義則 

電話番号 ０３（３２４１）９５０６

 信託財産の運用として保有している。 

  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（株）                 0株       110,800株 

新株引受権証書（株） A                 0株 － G               0株 

新株予約権証券（株） B                 0株 － H               0株 

新株予約権付社債券（株） C                 0株 － I               0株 

対象有価証券カバードワラント D                 0株 J               0株 

株券預託証券 

株券関連預託証券 E                 0株 K               0株 

対象有価証券償還社債 F                 0株 L               0株 

合計（株） M                 0株 N O      110,800株 

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 

P                              0 株

保有株券等の数（総数） 
（M+N+O-P） 

Q                     110,800株

保有潜在株式の数 
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L） 

R                              0 株

発行済株式総数（株） 
（平成18年2月15日現在） 

S                   62,031,378株

上記提出者の 
株券等保有割合（％） 
（Q/(R+S)×100） 

                      0.18％

直前の報告書に記載された 
株券等保有割合（％） 

                          0.22％           

年月日 株券等の種類 数量 取得又は処分の別 単価

平成17年12月15日 普通株券 100 取得



  

(5)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】(12) 

平成17年12月15日 普通株券 500 処分

平成17年12月16日 普通株券 100 取得

平成17年12月19日 普通株券 3900 処分 2430円

平成17年12月21日 普通株券 1000 取得

平成17年12月22日 普通株券 100 処分

平成17年12月26日 普通株券 100 処分

平成17年12月26日 普通株券 2200 取得 2670円

平成17年12月28日 普通株券 1000 取得

平成17年12月29日 普通株券 100 処分

平成18年1月5日 普通株券 400 処分

平成18年1月6日 普通株券 200 処分

平成18年1月6日 普通株券 1200 取得 2760円

平成18年1月10日 普通株券 1800 取得 2780円

平成18年1月11日 普通株券 400 取得

平成18年1月11日 普通株券 500 処分

平成18年1月12日 普通株券 100 取得

平成18年1月13日 普通株券 4200 処分 2800円

平成18年1月16日 普通株券 25900 処分

平成18年1月16日 普通株券 700 処分 2785円

平成18年1月17日 普通株券 1000 処分

平成18年1月19日 普通株券 100 取得

平成18年1月19日 普通株券 100 処分

平成18年1月23日 普通株券 100 取得

平成18年1月23日 普通株券 900 取得 2200円

平成18年1月23日 普通株券 1800 処分 2200円

平成18年1月25日 普通株券 100 処分

平成18年1月25日 普通株券 800 取得 2240円

平成18年1月27日 普通株券 100 取得

平成18年1月30日 普通株券 200 処分

平成18年2月1日 普通株券 100 取得

平成18年2月2日 普通株券 100 取得

平成18年2月3日 普通株券 100 取得

平成18年2月7日 普通株券 400 取得

平成18年2月9日 普通株券 1800 取得 2250円

平成18年2月14日 普通株券 100 取得

平成18年2月14日 普通株券 700 処分 2020円



  

(6）【保有株券等の取得資金】(13) 

①【取得資金の内訳】 

  

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。 

該当事項なし。 

自己資金額（T）（千円） ０千円

借入金額計（U）（千円）  ０千円

その他金額計（V）（円） 316,408千円

上記（V）の内訳 

取得資金合計（千円）（T+U+V） 316,408千円



６【提出者（大量保有者）／６】(７) 

(1）【提出者の概要】(８) 

①【提出者（大量保有者）】 

  

②【個人の場合】 

 

個人・法人の別  法人(株式会社)

氏名又は名称 野村信託銀行株式会社

住所又は本店所在地 東京都千代田区大手町二丁目２番２号

旧氏名又は名称   

旧住所又は本店所在地   

生年月日   

職業   

勤務先名称   

勤務先住所   



③【法人の場合】 

  

④【事務上の連絡先】 

  

(2)【保有目的】(９) 

  

(3）【上記提出者の保有株券等の内訳】(10) 

①【保有株券等の数】 

  

②【株券等保有割合】 

 

設立年月日  平成５年１０月１日

代表者氏名 園部 真 

代表者役職  執行役社長 

事業内容 信託業務 

事務上の連絡先及び担当者名  野村信託銀行株式会社 信託業務部 受託資産管理1課課長  稲垣孝通 

電話番号 ０３（５２０２）１６８５

 信託財産の運用として保有している。 

  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（株）              0株          2,100株 

新株引受権証書（株） A               0株 － G               0株 

新株予約権証券（株） B               0株 － H               0株 

新株予約権付社債券（株） C               0株 － I               0株 

対象有価証券カバードワラント D               0株 J               0株 

株券預託証券 

株券関連預託証券 E               0株 K               0株 

対象有価証券償還社債 F               0株 L               0株 

合計（株） M               0株 N O         2,100株 

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 

P                             0株

保有株券等の数（総数） 
（M+N+O-P） 

Q                     2,100株

保有潜在株式の数 
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L） 

R                             0株

発行済株式総数（株） 
（平成18年2月15日現在） 

S              62,031,378株

上記提出者の 
株券等保有割合（％） 
（Q/(R+S)×100） 

                    0.00％

直前の報告書に記載された 
株券等保有割合（％） 

                          0.00％



(4）【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】(11) 

  

 (5)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】(12) 

  

(6）【保有株券等の取得資金】(13) 

①【取得資金の内訳】 

  

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。 

年月日 株券等の種類 数量 取得又は処分の別 単価

平成18年1月24日 普通株券 200 処分

該当事項なし。 

自己資金額（T）（千円） ０千円

借入金額計（U）（千円） ０千円

その他金額計（V）（千円） 6,014千円

上記（V）の内訳 

取得資金合計（千円）（T+U+V） 6,014千円



第３【共同保有者に関する事項】(14) 
１【共同保有者／１】(15) 

(1）【共同保有者の概要】(16) 

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】(17) 

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】(18) 

（１）   野村證券株式会社 

（２）   NOMURA INTERNATIONAL PLC 

（３）   NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc. 

（４）   NOMURA HOLDING AMERICA Inc. 

（５）   野村アセットマネジメント株式会社 

（６）   野村信託銀行株式会社 

  

２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】(19) 

(1)【保有株券等の数】 

  

(2）【株券等保有割合】 

  

  

  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（株）    1,043,200株       112,900株 

新株引受権証書（株） A              ０株 － G               ０株 

新株予約権証券（株） B              ０株 － H               ０株 

新株予約権付社債券（株） C      10,333,333株 － I               ０株 

対象有価証券カバードワラント D              ０株 J               ０株 

株券預託証券 

株券関連預託証券 E              ０株 K               ０株 

対象有価証券償還社債 F              ０株 L               ０株 

合計（株） M      11,376,533株 N O      112,900株 

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 

P                     50,000株

保有株券等の数（総数） 
（M+N+O-P） 

Q              11,439,433株

保有潜在株式の数 
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L） 

R                    10,333,333株

発行済株式総数（株） 
（平成18年2月15日現在） 

S                  62,031,378株

上記提出者の 
株券等保有割合（％） 
（Q/(R+S)×100） 

                       15.81％

直前の報告書に記載された 
株券等保有割合（％） 

                       15.39％
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