
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.４ 

【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  ８月 １０日 

【提出日】 平成１８年  ８月 １７日 

【提出者及び共同保有者の総数（名）】   ４ 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 株式会社すかいらーく

会社コード ８１８０ 

上場・店頭の別 上場 

上場証券取引所 東京 

本店所在地 東京都武蔵野市西久保１－２５－８



 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】 

  

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  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、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） 665,891株               0株 

新株予約権証券（株） A               0株 － F               0株 

新株予約権付社債券（株） B               0株 － G               0株 

対象有価証券カバードワラント C               0株 H               0株 

株券預託証券 

株券関連預託証券 D               0株 I               0株 

対象有価証券償還社債 E               0株 J               0株 

合計（株） K      665,891株 L M               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 

N                     0 株

保有株券等の数（総数） 
（K+L+M-N） 

O                    665,891 株

保有潜在株式の数 
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 

P                             0 株

発行済株式総数（株） 
（平成18年8月10日現在） 

Q                 118,000,000 株

上記提出者の 
株券等保有割合（％） 
（O/(P+Q)×100） 

                      0.56 ％

直前の報告書に記載された 
株券等保有割合（％） 

                          0.02 ％

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06月12日 普通株券 1500 取得   

平成18年06月12日 普通株券 400 処分   

平成18年06月13日 普通株券 11400 取得   



平成18年06月13日 普通株券 11200 処分   

平成18年06月14日 普通株券 3600 取得   

平成18年06月14日 普通株券 500 処分   

平成18年06月15日 普通株券 2200 取得   

平成18年06月15日 普通株券 1500 処分   

平成18年06月16日 普通株券 13800 処分   

平成18年06月16日 普通株券 13600 取得   

平成18年06月19日 普通株券 800 取得   

平成18年06月19日 普通株券 1400 処分   

平成18年06月20日 普通株券 13100 取得   

平成18年06月20日 普通株券 11000 処分   

平成18年06月21日 普通株券 14900 取得   

平成18年06月21日 普通株券 5500 処分   

平成18年06月22日 普通株券 1900 処分   

平成18年06月22日 普通株券 4200 取得   

平成18年06月23日 普通株券 5300 処分   

平成18年06月23日 普通株券 12200 取得   

平成18年06月26日 普通株券 1500 処分   

平成18年06月27日 普通株券 400 取得   

平成18年06月27日 普通株券 11700 処分   

平成18年06月28日 普通株券 400 取得   

平成18年06月28日 普通株券 400 処分   

平成18年06月29日 普通株券 1000 取得   

平成18年06月29日 普通株券 7300 処分   

平成18年06月30日 普通株券 5600 処分   

平成18年06月30日 普通株券 7300 取得   

平成18年07月03日 普通株券 42000 取得   

平成18年07月03日 普通株券 43900 処分   

平成18年07月04日 普通株券 3700 取得   

平成18年07月04日 普通株券 1600 処分   

平成18年07月05日 普通株券 1800 取得   

平成18年07月05日 普通株券 1200 処分   

平成18年07月06日 普通株券 1000 取得   

平成18年07月06日 普通株券 8000 処分   

平成18年07月07日 普通株券 1200 取得   

平成18年07月07日 普通株券 2300 処分   

平成18年07月10日 普通株券 3000 処分   



平成18年07月10日 普通株券 6600 取得   

平成18年07月11日 普通株券 33800 取得   

平成18年07月11日 普通株券 8700 処分   

平成18年07月12日 普通株券 700 取得   

平成18年07月12日 普通株券 4600 処分   

平成18年07月13日 普通株券 900 取得   

平成18年07月13日 普通株券 2800 処分   

平成18年07月14日 普通株券 1200 取得   

平成18年07月14日 普通株券 4200 処分   

平成18年07月18日 普通株券 7200 取得   

平成18年07月18日 普通株券 2700 処分   

平成18年07月19日 普通株券 3300 取得   

平成18年07月19日 普通株券 900 処分   

平成18年07月20日 普通株券 4200 取得   

平成18年07月20日 普通株券 1400 処分   

平成18年07月21日 普通株券 7000 取得   

平成18年07月21日 普通株券 2000 処分   

平成18年07月24日 普通株券 2700 取得   

平成18年07月24日 普通株券 2000 処分   

平成18年07月25日 普通株券 5800 取得   

平成18年07月25日 普通株券 800 処分   

平成18年07月26日 普通株券 3100 処分   

平成18年07月27日 普通株券 2100 取得   

平成18年07月27日 普通株券 600 処分   

平成18年07月28日 普通株券 585100 取得   

平成18年07月28日 普通株券 4800 処分   

平成18年07月31日 普通株券 200 処分   

平成18年08月01日 普通株券 16600 取得   

平成18年08月01日 普通株券 200 処分   

平成18年08月02日 普通株券 5900 取得   

平成18年08月03日 普通株券 1400 取得   

平成18年08月03日 普通株券 400 処分   

平成18年08月04日 普通株券 200 取得   

平成18年08月04日 普通株券 500 処分   

平成18年08月07日 普通株券 100 取得   

平成18年08月07日 普通株券 400 処分   

平成18年08月08日 普通株券 500 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08月08日 普通株券 100 処分   

平成18年08月09日 普通株券 800 取得   

平成18年08月09日 普通株券 200 処分   

平成18年08月10日 普通株券 600 取得   

平成18年08月10日 普通株券 100 処分   

保有株券のうち2,991株は株式累積投資業務を運営するにあたり顧客として共同して保有する株券であり、 
その内顧客の持ち分は 2,923株である。 
保有株券のうち 600株はミニ株投資業務を運営するにあたり顧客として共同して保有する株券であり、 
その内顧客の持ち分は 590株である。 
  
  

自己資金額（R）（千円）        1,639,101千円

借入金額計（S）（千円）         0千円

その他金額計（T）（千円）         0千円

上記（T）の内訳   

取得資金合計（千円）（R+S+T）       1,639,101千円



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】 

  

 (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た。 

  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  0株 

新株予約権証券（株） A                0株 － F               0株 

新株予約権付社債券（株） B           0株 － G               0株 

対象有価証券カバードワラント C                0株 H               0株 

株券預託証券 

株券関連預託証券 D                0株 I               0株 

対象有価証券償還社債 E                0株 J               0株 

合計（株） K           0株 L M               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 

N                             0 株

保有株券等の数（総数） 
（K+L+M-N） 

O                             0 株                   

保有潜在株式の数 
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 

P                             0 株

発行済株式総数（株） 
（平成18年8月10日現在） 

Q                 118,000,000株

上記提出者の 
株券等保有割合（％） 
（O/(P+Q)×100） 

                         0.00％

直前の報告書に記載された 
株券等保有割合（％） 

                           0.61％

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06月12日 普通株券 20000 取得   

平成18年06月12日 普通株券 20000 処分   



  

(5)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】(12) 

平成18年06月13日 普通株券 257700 取得   

平成18年06月14日 普通株券 231300 取得   

平成18年06月14日 普通株券 489000 処分   

平成18年06月14日 転換社債券（額面） 150000000 取得 112円 

平成18年06月14日 転換社債券（額面） 150000000 処分 112円 

平成18年06月16日 普通株券 500 取得   

平成18年06月16日 普通株券 500 処分   

平成18年06月19日 普通株券 187500 取得   

平成18年06月20日 普通株券 1000 取得   

平成18年06月20日 転換社債券（額面） 25000000 取得 112円 

平成18年06月20日 転換社債券（額面） 25000000 処分 112.05円 

平成18年06月21日 普通株券 200 取得   

平成18年06月22日 普通株券 40000 取得   

平成18年06月23日 普通株券 81100 取得   

平成18年06月23日 普通株券 269800 処分   

平成18年06月26日 普通株券 125000 取得   

平成18年06月27日 普通株券 48900 取得   

平成18年06月27日 普通株券 7900 処分   

平成18年06月28日 普通株券 133500 取得   

平成18年06月29日 普通株券 1000 取得   

平成18年06月30日 普通株券 483300 取得   

平成18年06月30日 普通株券 743800 処分   

平成18年07月03日 転換社債券（額面） 30000000 取得 112円 

平成18年07月03日 転換社債券（額面） 30000000 処分 112.125円 

平成18年07月04日 普通株券 156800 取得   

平成18年07月04日 普通株券 63700 処分   

平成18年07月04日 転換社債券（額面） 200000000 取得 112円 

平成18年07月04日 転換社債券（額面） 200000000 処分 112.25円 

平成18年07月05日 普通株券 16100 取得   

平成18年07月05日 普通株券 16100 処分   

平成18年07月07日 普通株券 13700 取得   

平成18年07月07日 普通株券 13700 処分   

平成18年07月13日 普通株券 400 取得   

平成18年07月13日 普通株券 400 処分   

平成18年07月25日 転換社債券（額面） 2071000000 処分 113円 

株数減少により共同保有者からはずれます。 



  

(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。 

  

  

自己資金額（R）（千円）             0千円

借入金額計（S）（千円）             0千円

その他金額計（T）（千円）             0千円

上記（T）の内訳   

取得資金合計（千円）（R+S+T）             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 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 リーガル・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      48,700株 

新株予約権証券（株） A                0株 － F              0株 

新株予約権付社債券（株） B                0株 － G              0株 

対象有価証券カバードワラント C                0株 H              0株 

株券預託証券 

株券関連預託証券 D                0株 I              0株 

対象有価証券償還社債 E                0株 J              0株 

合計（株） K            0株 L M      48,700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 

N                            0 株

保有株券等の数（総数） 
（K+L+M-N） 

O                   48,700 株

保有潜在株式の数 
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 

P                            0 株

発行済株式総数（株） 
（平成18年8月10日現在） 

Q                 118,000,000株

上記提出者の 
株券等保有割合（％） 
（O/(P+Q)×100） 

                        0.04 ％

直前の報告書に記載された 
株券等保有割合（％） 

                         1.13 ％

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06月12日 普通株券 6000 取得   

平成18年06月12日 普通株券 100 処分   

平成18年06月12日 普通株券 1900 取得 2480円



平成18年06月13日 普通株券 100 取得   

平成18年06月14日 普通株券 500 取得   

平成18年06月14日 普通株券 1600 処分   

平成18年06月15日 普通株券 100 取得   

平成18年06月15日 普通株券 500 処分   

平成18年06月16日 普通株券 2800 取得   

平成18年06月16日 普通株券 58100 処分   

平成18年06月19日 普通株券 1800 取得   

平成18年06月19日 普通株券 100 処分   

平成18年06月20日 普通株券 800 取得   

平成18年06月21日 普通株券 200 取得   

平成18年06月21日 普通株券 16900 処分   

平成18年06月22日 普通株券 100 処分   

平成18年06月22日 普通株券 800 取得 2490円

平成18年06月23日 普通株券 500 取得   

平成18年06月23日 普通株券 800 取得 2485円

平成18年06月26日 普通株券 10200 処分   

平成18年06月27日 普通株券 5100 取得   

平成18年06月28日 普通株券 100 取得   

平成18年06月29日 普通株券 800 取得   

平成18年06月29日 普通株券 531700 処分   

平成18年06月30日 普通株券 5700 取得   

平成18年06月30日 普通株券 15000 処分   

平成18年07月03日 普通株券 900 処分   

平成18年07月04日 普通株券 100 取得   

平成18年07月04日 普通株券 1900 処分   

平成18年07月05日 普通株券 900 取得   

平成18年07月05日 普通株券 2600 処分   

平成18年07月05日 普通株券 14000 処分 2495円

平成18年07月06日 普通株券 4600 処分   

平成18年07月07日 普通株券 26400 処分   

平成18年07月10日 普通株券 300 取得   

平成18年07月10日 普通株券 483400 処分   

平成18年07月12日 普通株券 1200 取得   

平成18年07月12日 普通株券 535700 処分   

平成18年07月13日 普通株券 1200 取得   

平成18年07月13日 普通株券 100 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) 

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07月19日 普通株券 6400 処分   

平成18年07月19日 普通株券 1600 処分 2485円 

平成18年07月21日 普通株券 200 取得   

平成18年07月25日 普通株券 100 処分   

平成18年07月25日 普通株券 1600 処分 2475円 

平成18年07月26日 普通株券 100 取得   

平成18年07月27日 普通株券 100 取得   

平成18年07月27日 普通株券 100 処分   

平成18年07月28日 普通株券 254900 処分   

平成18年07月31日 普通株券 100 取得   

平成18年07月31日 普通株券 1800 処分   

平成18年08月10日 普通株券 100 処分   

該当事項なし。 

自己資金額（R）（千円）             0千円

借入金額計（S）（千円）             0千円

その他金額計（T）（千円）         99,863千円

上記（T）の内訳  顧客資金

取得資金合計（千円）（R+S+T）          99,863千円



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  株式会社すかいらーく

住所又は本店所在地  東京都武蔵野市西久保1丁目25号8番

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23年3月15日

代表者氏名 横川 竟  

代表者役職  代表取締役会長兼最高経営責任者

事業内容  飲食業 

事務上の連絡先及び担当者名 
取締役 ＨＤ財務ＩＲグループ管掌兼ＨＤ戦略事業グループ管掌 
高鳥 耕一 

電話番号 0422（37）5209 

今後の経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため。

  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）      9,348,059株                0株 

新株予約権証券（株） A                0株 － F                0株 

新株予約権付社債券（株） B                0株 － G                0株 

対象有価証券カバードワラント C                0株 H                0株 

株券預託証券 

株券関連預託証券 D                0株 I                0株 

対象有価証券償還社債 E                0株 J                0株 

合計（株） K      9,348,059株 L M                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 

N                             0 株

保有株券等の数（総数） 
（K+L+M-N） 

O                9,348,059株

保有潜在株式の数 
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 

P                             0 株

発行済株式総数（株） 
（平成18年8月10日現在） 

Q              118,000,000株

上記提出者の 
株券等保有割合（％） 
（O/(P+Q)×100） 

                          7.92％

直前の報告書に記載された 
株券等保有割合（％） 

                         7.91％   



(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18年6月14日 普通株券 60 取得 2,365円  

平成18年6月14日 普通株券 10 処分 1,964円  

平成18年6月16日 普通株券 179 取得 2,475円  

平成18年6月19日 普通株券 966 取得 2,475円  

平成18年6月20日 普通株券 745 取得 2,478円  

平成18年6月21日 普通株券 1,062 取得 2,476円  

平成18年6月22日 普通株券 1,773 取得 2,479円  

平成18年6月23日 普通株券 2,657 取得 2,475円  

平成18年6月26日 普通株券 2,771 取得 2,481円  

平成18年6月27日 普通株券 2,381 取得 2,490円  

平成18年6月28日 普通株券 2,853 取得 2,485円  

平成18年6月29日 普通株券 2,611 取得 2,489円  

平成18年6月30日 普通株券 3,682 取得 2,485円  

平成18年7月03日 普通株券 2,489 取得 2,485円  

平成18年7月04日 普通株券 1,953 取得 2,485円  

平成18年7月05日 普通株券 1,727 取得 2,490円  

平成18年7月06日 普通株券 1,511 取得 2,494円  

平成18年7月07日 普通株券 2,504 取得 2,490円  

平成18年7月07日 普通株券 12 処分 1,965円  

平成18年7月10日 普通株券 2,954 取得 2,494円  

平成18年7月11日 普通株券 4,081 取得 2,486円 

平成18年7月12日 普通株券
3,395

取得 2,460円 

平成18年7月13日 普通株券
3,064

取得 2,469円 

平成18年7月14日 普通株券
2,797

取得 2,455円 

平成18年7月18日 普通株券 917 取得 2,481円 

平成18年7月19日 普通株券 658 取得 2,490円 

平成18年7月20日 普通株券 691 取得 2,495円 

平成18年7月21日 普通株券 393 取得 2,481円 

平成18年7月24日 普通株券 650 取得 2,485円 

平成18年7月25日 普通株券 387 取得 2,477円 

平成18年7月26日 普通株券 244 取得 2,478円 

平成18年7月27日 普通株券 347 取得 2,475円 

平成18年7月28日 普通株券 509 取得 2,475円 

平成18年7月31日 普通株券 398 取得 2,475円 

平成18年8月01日 普通株券 取得 2,470円 



  

(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。 

320 

平成18年8月02日 普通株券 127 取得 2,485円 

平成18年8月03日 普通株券 170 取得 2,475円 

平成18年8月04日 普通株券 80 取得 2,470円 

平成18年8月07日 普通株券 357 取得 2,475円 

平成18年8月08日 普通株券 179 取得 2,480円 

平成18年8月09日 普通株券 214 取得 2,470円 

平成18年8月10日 普通株券 140 取得 2,475円 

該当事項はありません。 

自己資金額（R）（千円）     18,389,472千円

借入金額計（S）（千円）          ０千円

その他金額計（T）（千円）          ０千円

上記（T）の内訳   

取得資金合計（千円）（R+S+T）     18,389,472千円



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 ＳＮＣインベストメント株式会社

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１６年７月１２日

代表者氏名  丸山 明 

代表者役職  代表取締役社長

事業内容  投資業務等 

事務上の連絡先及び担当者名  ＳＮＣインベストメント株式会社 取締役 守谷 俊太郎 

電話番号 ０３（３２７１）５１１１

発行会社の取締役会の賛同のもと、友好的に同社の支配権を取得するため。

  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）  102,602,317株               0株 

新株予約権証券（株） A               0株 － F               0株 

新株予約権付社債券（株） B               0株 － G               0株 

対象有価証券カバードワラント C               0株 H               0株 

株券預託証券 

株券関連預託証券 D               0株 I               0株 

対象有価証券償還社債 E               0株 J               0株 

合計（株） K  102,602,317株 L M               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 

N                   0株

保有株券等の数（総数） 
（K+L+M-N） 

O        102,602,317株

保有潜在株式の数 
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 

P                   0株

発行済株式総数（株） 
（平成18年8月10日現在） 

Q            118,000,000株

上記提出者の 
株券等保有割合（％） 
（O/(P+Q)×100） 

                     86.95％

直前の報告書に記載された 
株券等保有割合（％） 

86.95％



(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】 

 

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7月10日 普通株券 102,602,217 取得 2500円 

  
平成18年8月10日付けで、質権設定契約を締結し、所有株式全株（102,602,317株）を 
株式会社みずほ銀行に担保として差し入れた。 
  

自己資金額（R）（千円）        163,636,419千円

借入金額計（S）（千円） 92,869,342千円

その他金額計（T）（千円）            0千円

上記（T）の内訳   

取得資金合計（千円）（R+S+T）        256,505,761千円

番号 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円）

１  株式会社みずほ銀行 銀行  杉山 清次
東京都千代田区内幸町一

丁目1番5号 
２ 92,869,342千円

２       

３       

４       

５       

６       

７       

８       

９       

10       



③【借入先の名称等】 

  

番号 名称（支店名） 代表者氏名 所在地

   該当事項なし。   



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）   野村アセットマネジメント株式会社 

（３）   株式会社すかいらーく 

（４）   ＳＮＣインベストメント株式会社 

  

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） 112,616,267株    48,700株 

新株予約権証券（株） A             ０株 － F             ０株 

新株予約権付社債券（株） B           ０株 － G             ０株 

対象有価証券カバードワラント C             ０株 H             ０株 

株券預託証券 

株券関連預託証券 D             ０株 I             ０株 

対象有価証券償還社債 E             ０株 J             ０株 

合計（株） K   112,616,267株 L M      48,700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 

N                         ０株

保有株券等の数（総数） 
（K+L+M-N） 

O                112,664,967株

保有潜在株式の数 
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 

P                     ０株

発行済株式総数（株） 
（平成18年8月10日現在） 

Q                 118,000,000株

上記提出者の 
株券等保有割合（％） 
（O/(P+Q)×100） 

                     95.48％

直前の報告書に記載された 
株券等保有割合（％） 

                     96.05％
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