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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 ユニーグループ・ホールディングス㈱

証券コード 8270

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京・名古屋

 

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
氏名又は名称 ビー・エヌ・ピー・パリバ・アービトラージ BNP

PARIBAS ARBITRAGE SNC
住所又は本店所在地 8 rue de Sofia 75018 Paris, France
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6年4月15日
代表者氏名 Yann Gerardin
代表者役職 Permanent Representative Manager
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 ビーエヌピーパリバセキュリティーズジャパンリミテッド（ビー

・エヌ・ピー・パリバ証券株式会社）コンプライアンス部

電話番号 03-6377-1500

 

（２）【保有目的】
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純投資

 

（３）【重要提案行為等】

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） 9,434,133  

新株予約権証券（株） A                 

-

H

新株予約権付社債権（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） 9,434,133 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  2,100,000

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）

T  7,334,133

 

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4月9日現在）

234,100,821

 

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）

3.13%

 

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）

 

 

EDINET提出書類

ビーエヌピーパリバセキュリティーズジャパンリミテッド(E11480)

大量保有報告書

 3/19



 

（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2月8日 普通株 85,0000.03631市場内 取得  

平成25年2月8日 普通株 300 0.00013市場外 取得 667.5

平成25年2月8日 普通株 94,3000.04028市場内 処分  

平成25年2月8日 普通株 85,0000.03631市場外 取得 借株

平成25年2月8日 普通株 85,0000.03631市場外 処分 借株返済

平成25年2月12日普通株 18,4000.00786市場内 取得  

平成25年2月12日普通株 21,2000.00906市場内 処分  

平成25年2月12日普通株 85,0000.03631市場外 取得 借株

平成25年2月12日普通株 85,0000.03631市場外 処分 借株返済

平成25年2月13日普通株 42,3000.01807市場内 取得  

平成25年2月13日普通株 100 0.00004市場外 処分 672.948

平成25年2月13日普通株 39,9000.01704市場内 処分  

平成25年2月13日普通株 100 0.00004市場外 処分 673.5

平成25年2月13日普通株 87,0000.03716市場外 取得 借株

平成25年2月13日普通株 87,0000.03716市場外 処分 借株返済

平成25年2月14日普通株 300 0.00013市場外 取得 669.0658

平成25年2月14日普通株 39,3000.01679市場内 取得  

平成25年2月14日普通株 25,5000.01089市場外 取得 671.39412

平成25年2月14日普通株 42,5000.01815市場内 処分  

平成25年2月14日普通株 800 0.00034市場外 処分 670.25

平成25年2月14日普通株 89,0000.03802市場外 取得 借株

平成25年2月14日普通株 89,0000.03802市場外 処分 借株返済

平成25年2月15日普通株 49,5000.02114市場内 取得  

平成25年2月15日普通株 16,0000.00683市場内 処分  

平成25年2月15日普通株 8,6000.00367市場外 処分 653.5

平成25年2月15日普通株 90,0000.03844市場外 取得 借株

平成25年2月15日普通株 90,0000.03844市場外 処分 借株返済

平成25年2月18日普通株 22,9000.00978市場内 取得  

平成25年2月18日普通株 400 0.00017市場外 処分 672.613

平成25年2月18日普通株 11,5000.00491市場内 処分  

平成25年2月18日普通株 90,0000.03844市場外 取得 借株

平成25年2月18日普通株 90,0000.03844市場外 処分 借株返済

平成25年2月19日普通株 6,8000.00290市場外 取得 653.6319

平成25年2月19日普通株 14,5000.00619市場内 取得  

平成25年2月19日普通株 19,1000.00816市場内 処分  

平成25年2月19日普通株 7,4000.00316市場外 取得 654.5

平成25年2月19日普通株 91,0000.03887市場外 取得 借株

平成25年2月19日普通株 91,0000.03887市場外 処分 借株返済

平成25年2月20日普通株 15,9000.00679市場内 取得  

平成25年2月20日普通株 58,0000.02478市場内 処分  

平成25年2月20日普通株 90,0000.03844市場外 取得 借株

平成25年2月20日普通株 90,0000.03844市場外 処分 借株返済

平成25年2月21日普通株 74,1000.03165市場内 取得  

平成25年2月21日普通株 1,0000.00043市場外 取得 654.5

平成25年2月21日普通株 55,3000.02362市場内 処分  

平成25年2月21日普通株 92,0000.03930市場外 取得 借株

平成25年2月21日普通株 92,0000.03930市場外 処分 借株返済

平成25年2月22日普通株 1,8000.00077市場外 取得 681.1272

平成25年2月22日普通株 24,2000.01034市場内 取得  

平成25年2月22日普通株 6,0000.00256市場外 取得 682.53333

平成25年2月22日普通株 1,1000.00047市場外 処分 684

平成25年2月22日普通株 21,8000.00931市場内 処分  

平成25年2月22日普通株 400 0.00017市場外 処分 676.5

平成25年2月22日普通株 93,0000.03973市場外 取得 借株

平成25年2月22日普通株 93,0000.03973市場外 処分 借株返済

平成25年2月25日普通株 71,1000.03037市場内 取得  
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平成25年2月25日普通株 26,1000.01115市場外 処分 674.0066

平成25年2月25日普通株 1,6000.00068市場内 処分  

平成25年2月25日普通株 92,0000.03930市場外 取得 借株

平成25年2月25日普通株 92,0000.03930市場外 処分 借株返済

平成25年2月26日普通株 3,7000.00158市場内 取得  

平成25年2月26日普通株 73,0000.03118市場内 処分  

平成25年2月26日普通株 2,7000.00115市場外 処分 651.5

平成25年2月26日普通株 95,0000.04058市場外 取得 借株

平成25年2月26日普通株 95,0000.04058市場外 処分 借株返済

平成25年2月27日普通株 30,2000.01290市場内 取得  

平成25年2月27日普通株 41,1000.01756市場内 処分  

平成25年2月27日普通株 97,0000.04144市場外 取得 借株

平成25年2月27日普通株 97,0000.04144市場外 処分 借株返済

平成25年2月28日普通株 4,5000.00192市場外 取得 660.9735

平成25年2月28日普通株 700 0.00030市場内 取得  

平成25年2月28日普通株 6,7000.00286市場外 取得 649.5

平成25年2月28日普通株 64,7000.02764市場内 処分  

平成25年2月28日普通株 96,0000.04101市場外 取得 借株

平成25年2月28日普通株 96,0000.04101市場外 処分 借株返済

平成25年3月1日 普通株 26,5000.01132市場内 取得  

平成25年3月1日 普通株 7,2000.00308市場外 取得 658.5

平成25年3月1日 普通株 1,9000.00081市場内 処分  

平成25年3月1日 普通株 27,0000.01153市場外 処分 借株返済

平成25年3月1日 普通株 96,0000.04101市場外 取得 借株

平成25年3月1日 普通株 96,0000.04101市場外 処分 借株返済

平成25年3月1日 普通株 141,6000.06049市場外 処分 貸付

平成25年3月4日 普通株 13,5000.00577市場内 取得  

平成25年3月4日 普通株 15,8000.00675市場内 処分  

平成25年3月4日 普通株 32,7000.01397市場外 処分 貸付

平成25年3月4日 普通株 97,0000.04144市場外 取得 借株

平成25年3月4日 普通株 97,0000.04144市場外 処分 借株返済

平成25年3月5日 普通株 2,1000.00090市場内 取得  

平成25年3月5日 普通株 26,1000.01115市場内 処分  

平成25年3月5日 普通株 42,8000.01828市場外 取得 貸付返済

平成25年3月5日 普通株 98,0000.04186市場外 取得 借株

平成25年3月5日 普通株 98,0000.04186市場外 処分 借株返済

平成25年3月6日 普通株 20,7000.00884市場内 取得  

平成25年3月6日 普通株 1,6000.00068市場外 処分 653.4087

平成25年3月6日 普通株 37,7000.01610市場内 処分  

平成25年3月6日 普通株 50,0000.02136市場外 取得 貸付返済

平成25年3月6日 普通株 98,0000.04186市場外 取得 借株

平成25年3月6日 普通株 98,0000.04186市場外 処分 借株返済

平成25年3月7日 普通株 400 0.00017市場外 取得 660.2312

平成25年3月7日 普通株 175,1000.07480市場内 取得  

平成25年3月7日 普通株 600 0.00026市場外 取得 660.5

平成25年3月7日 普通株 9,5000.00406市場内 処分  

平成25年3月7日 普通株 99,0000.04229市場外 取得 借株

平成25年3月7日 普通株 99,0000.04229市場外 処分 借株返済

平成25年3月8日 普通株 4,7000.00201市場外 取得 663

平成25年3月8日 普通株 32,4000.01384市場内 取得  

平成25年3月8日 普通株 800 0.00034市場外 処分 670.5

平成25年3月8日 普通株 28,1000.01200市場内 処分  

平成25年3月8日 普通株 1,3000.00056市場外 処分 673.26923

平成25年3月8日 普通株 97,0000.04144市場外 取得 借株

平成25年3月8日 普通株 97,0000.04144市場外 処分 借株返済

平成25年3月11日普通株 25,6000.01094市場内 取得  

平成25年3月11日普通株 27,4000.01170市場内 処分  

平成25年3月11日普通株 900 0.00038市場外 処分 680.5

平成25年3月11日普通株 700,0000.29902市場外 取得 貸付返済

平成25年3月11日普通株 99,0000.04229市場外 取得 借株

平成25年3月11日普通株 99,0000.04229市場外 処分 借株返済

平成25年3月11日普通株 1,726,8000.73763市場外 処分 貸付
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平成25年3月11日普通株 1,726,8000.73763市場外 取得 貸付返済

平成25年3月12日普通株 5,2000.00222市場内 取得  

平成25年3月12日普通株 25,5000.01089市場内 処分  

平成25年3月12日普通株 4,2000.00179市場外 処分 681.97619

平成25年3月12日普通株 35,3000.01508市場外 取得 貸付返済

平成25年3月12日普通株 141,6000.06049市場外 取得 貸付返済

平成25年3月12日普通株 32,7000.01397市場外 取得 貸付返済

平成25年3月12日普通株 587,3000.25087市場外 取得 借株

平成25年3月12日普通株 40,1000.01713市場外 取得 借株

平成25年3月12日普通株 101,0000.04314市場外 取得 借株

平成25年3月12日普通株 101,0000.04314市場外 処分 借株返済

平成25年3月13日普通株 15,3000.00654市場内 取得  

平成25年3月13日普通株 40,5000.01730市場内 処分  

平成25年3月13日普通株 1,4000.00060市場外 処分 656.35714

平成25年3月13日普通株 102,0000.04357市場外 取得 借株

平成25年3月13日普通株 102,0000.04357市場外 処分 借株返済

平成25年3月14日普通株 7,7000.00329市場内 取得  

平成25年3月14日普通株 39,5000.01687市場内 処分  

平成25年3月14日普通株 1,1000.00047市場外 処分 673.13636

平成25年3月14日普通株 3,000,0001.28150市場外 処分 貸付

平成25年3月14日普通株 3,012,6001.28688市場外 取得 借株

平成25年3月14日普通株 102,0000.04357市場外 取得 借株

平成25年3月14日普通株 102,0000.04357市場外 処分 借株返済

平成25年3月15日普通株 28,0000.01196市場内 取得  

平成25年3月15日普通株 5,3000.00226市場内 処分  

平成25年3月15日普通株 102,0000.04357市場外 取得 借株

平成25年3月15日普通株 102,0000.04357市場外 処分 借株返済

平成25年3月15日普通株 984,8000.42067市場外 取得 借株

平成25年3月18日普通株 67,5000.02883市場内 取得  

平成25年3月18日普通株 43,7000.01867市場内 処分  

平成25年3月18日普通株 5,200,0002.22127市場外 処分 貸付

平成25年3月18日普通株 105,0000.04485市場外 取得 借株

平成25年3月18日普通株 105,0000.04485市場外 処分 借株返済

平成25年3月19日普通株 34,9000.01491市場内 取得  

平成25年3月19日普通株 200 0.00009市場外 取得 690.5

平成25年3月19日普通株 22,0000.00940市場内 処分  

平成25年3月19日普通株 1,1000.00047市場外 処分 697.5

平成25年3月19日普通株 4,204,4001.79598市場外 取得 借株

平成25年3月19日普通株 105,0000.04485市場外 取得 借株

平成25年3月19日普通株 105,0000.04485市場外 処分 借株返済

平成25年3月21日普通株 79,2000.03383市場内 取得  

平成25年3月21日普通株 24,6000.01051市場内 処分  

平成25年3月21日普通株 4,3000.00184市場外 処分 691.80233

平成25年3月21日普通株 69,3000.02960市場外 取得 借株

平成25年3月21日普通株 104,0000.04443市場外 取得 借株

平成25年3月21日普通株 104,0000.04443市場外 処分 借株返済

平成25年3月21日普通株 2,100,0000.89705市場外 処分 貸付

平成25年3月22日普通株 43,2000.01845市場内 取得  

平成25年3月22日普通株 9,8000.00419市場内 処分  

平成25年3月22日普通株 2,8000.00120市場外 処分 683.35714

平成25年3月22日普通株 2,100,0000.89705市場外 取得 借株

平成25年3月22日普通株 47,7000.02038市場外 取得 借株

平成25年3月22日普通株 108,0000.04613市場外 取得 借株

平成25年3月22日普通株 108,0000.04613市場外 処分 借株返済

平成25年3月25日普通株 20,3000.00867市場内 取得  

平成25年3月25日普通株 10,4000.00444市場内 処分  

平成25年3月25日普通株 300 0.00013市場外 処分 696.5

平成25年3月25日普通株 109,0000.04656市場外 取得 借株

平成25年3月25日普通株 109,0000.04656市場外 処分 借株返済

平成25年3月26日普通株 14,5000.00619市場内 取得  

平成25年3月26日普通株 36,4000.01555市場内 処分  

平成25年3月26日普通株 1,8000.00077市場外 処分 借株返済
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平成25年3月26日普通株 111,0000.04742市場外 取得 借株

平成25年3月26日普通株 111,0000.04742市場外 処分 借株返済

平成25年3月27日普通株 18,9000.00807市場内 取得  

平成25年3月27日普通株 20,0000.00854市場内 処分  

平成25年3月27日普通株 200 0.00009市場外 処分 710.5

平成25年3月27日普通株 112,0000.04784市場外 取得 借株

平成25年3月27日普通株 112,0000.04784市場外 処分 借株返済

平成25年3月28日普通株 124,5000.05318市場内 取得  

平成25年3月28日普通株 900 0.00038市場外 取得 729.38889

平成25年3月28日普通株 80,2000.03426市場内 処分  

平成25年3月28日普通株 600 0.00026市場外 処分 736.83333

平成25年3月28日普通株 115,0000.04912市場外 取得 借株

平成25年3月28日普通株 115,0000.04912市場外 処分 借株返済

平成25年3月29日普通株 32,2000.01375市場内 取得  

平成25年3月29日普通株 1,1000.00047市場外 取得 739.2

平成25年3月29日普通株 45,9000.01961市場内 処分  

平成25年3月29日普通株 2,200,0000.93977市場外 取得 貸付返済

平成25年3月29日普通株 11,8000.00504市場外 取得 借株

平成25年3月29日普通株 116,0000.04955市場外 取得 借株

平成25年3月29日普通株 116,0000.04955市場外 処分 借株返済
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平成25年4月1日 普通株 96,0000.04101市場内 取得  

平成25年4月1日 普通株 200 0.00009市場外 取得 705.55

平成25年4月1日 普通株 26,0000.01111市場内 処分  

平成25年4月1日 普通株 585,5000.25011市場外 処分 借株返済

平成25年4月1日 普通株 40,1000.01713市場外 処分 借株返済

平成25年4月1日 普通株 1,478,2000.63144市場外 処分 借株返済

平成25年4月1日 普通株 119,0000.05083市場外 取得 借株

平成25年4月1日 普通株 119,0000.05083市場外 処分 借株返済

平成25年4月2日 普通株 47,6000.02033市場内 取得  

平成25年4月2日 普通株 200 0.00009市場外 取得 699

平成25年4月2日 普通株 33,3000.01422市場内 処分  

平成25年4月2日 普通株 100 0.00004市場外 処分 借株返済

平成25年4月2日 普通株 120,0000.05126市場外 取得 借株

平成25年4月2日 普通株 120,0000.05126市場外 処分 借株返済

平成25年4月3日 普通株 19,4000.00829市場内 取得  

平成25年4月3日 普通株 60,5000.02584市場外 取得 680.50992

平成25年4月3日 普通株 98,0000.04186市場内 処分  

平成25年4月3日 普通株 2,200 0.00094市場外 処分 689.43182

平成25年4月3日 普通株 116,0000.04955市場外 取得 借株

平成25年4月3日 普通株 116,0000.04955市場外 処分 借株返済

平成25年4月4日 普通株 4,700 0.00201市場外 取得 686

平成25年4月4日 普通株 50,1000.02140市場内 取得  

平成25年4月4日 普通株 400 0.00017市場外 取得 659.5

平成25年4月4日 普通株 800 0.00034市場外 処分 686

平成25年4月4日 普通株 102,6000.04383市場内 処分  

平成25年4月4日 普通株 800,0000.34173市場外 取得 貸付返済

平成25年4月4日 普通株 16,0000.00683市場外 処分 借株返済

平成25年4月4日 普通株 200,0000.08543市場外 取得 貸付返済

平成25年4月4日 普通株 900,0000.38445市場外 処分 貸付

平成25年4月4日 普通株 120,0000.05126市場外 取得 借株

平成25年4月4日 普通株 120,0000.05126市場外 処分 借株返済

平成25年4月5日 普通株 176,7000.0755市場外 処分 借株返済

平成25年4月5日 普通株 100,0000.0427市場外 取得 貸付返済

平成25年4月5日 普通株 119,0000.0508市場外 取得 借株

平成25年4月5日 普通株 122,3000.05224市場外 取得 686.2599346

平成25年4月5日 普通株 51,4000.02196市場内 取得  

平成25年4月5日 普通株 200 0.00009市場外 取得 687.5

平成25年4月5日 普通株 122,3000.05224市場外 処分 686.2599346

平成25年4月5日 普通株 171,4000.07322市場内 処分  

平成25年4月5日 普通株 2,100 0.00090市場外 処分 695.0238095

平成25年4月8日 普通株 200,0000.0854市場外 取得 貸付返済

平成25年4月8日 普通株 118,0000.0504市場外 取得 借株

平成25年4月8日 普通株 118,0000.0504市場外 処分 借株返済

平成25年4月8日 普通株 141,1000.06027市場外 取得 706.0056343

平成25年4月8日 普通株 74,3000.03174市場内 取得  

平成25年4月8日 普通株 400 0.00017市場外 取得 702.5

平成25年4月8日 普通株 101,1000.04319市場外 処分 705.6122156

平成25年4月8日 普通株 32,1000.01371市場内 処分  

平成25年4月9日 普通株 216,5000.0925市場外 処分 借株返済

平成25年4月9日 普通株 120,0000.0513市場外 取得 借株

平成25年4月9日 普通株 1,855,1370.79245市場外 取得 683.1172016

平成25年4月9日 普通株 41,0000.01751市場内 取得  

平成25年4月9日 普通株 600 0.00026市場外 取得 698.5

平成25年4月9日 普通株 167,4040.07151市場外 処分 684.2988041

平成25年4月9日 普通株 65,3000.02789市場内 処分  

平成25年4月9日 普通株 400 0.00017市場外 処分 724.5

 

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
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消費貸借契約により①関連会社（ビーエヌピーパリバセキュリティーズジャパンリミテッド）より

8,760,400株借株、②関連会社への2,100,000株の貸付（ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・

サービシズへ）

 

（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） 460,159

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） 460,159

 

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円）

該当なし      

      

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当なし   

   

 

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
氏名又は名称 ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サー

ビシズ BNP Paribas Securities Services
住所又は本店所在地 3 Rue de Antin, 75002 Paris, France
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  
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③【法人の場合】

設立年月日 平成7年9月1日
代表者氏名 Patrick Colle
代表者役職 Manager
事業内容 銀行業及び有価証券保護預かり業務などの付随業務

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ビーエヌピーパリバセキュリティーズジャパンリミテッド（ビー

・エヌ・ピー・パリバ証券株式会社）コンプライアンス部

電話番号 03-6377-1500

 

（２）【保有目的】

純投資

 

（３）【重要提案行為等】

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） 2,860,000  

新株予約権証券（株） A                 

-

H

新株予約権付社債権（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） 2,860,000 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   
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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  2,860,000

 

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4月9日現在）

234,100,821

 

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）

1.22%

 

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）

 

 

 

（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22日普通株 2,100,0000.89705市場外 取得 借株

平成25年3月26日普通株 760,0000.32465市場外 取得 借株

 

（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関連会社より2,100,000株（ビー・エヌ・ピー・パリバ・アービトラージ）、また顧客よ

り760,000株の貸付

 

（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）  

上記（Y）の内訳  

取得資金合計（千円）（W+X+Y）  

 

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円）
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該当なし      

      

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当なし   
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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
氏名又は名称 ビーエヌピーパリバセキュリティーズジャパンリミ

テッド（ビー・エヌ・ピー・パリバ証券 株式会
社）

住所又は本店所在地 東京都千代田区丸の内1-9-1　グラントウキョウノー
スタワー

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23年5月1日
代表者氏名 フィリップ　アヴリル
代表者役職 代表取締役社長
事業内容 金融商品取引業

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ビーエヌピーパリバセキュリティーズジャパンリミテッド

（ビー・エヌ・ピー・パリバ証券株式会社）コンプライア

ンス部

電話番号 03-6377-1500

 

（２）【保有目的】

純投資

 

（３）【重要提案行為等】

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） 10,634,200  

新株予約権証券（株） A                  - H

新株予約権付社債権（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    
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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） 10,634,200 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  8,760,400
 

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T  1,873,800

 

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4月9日現在）

234,100,821

 

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）

0.80%

 

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

 

 

（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2月8日 普通株 68,9000.02943 市場内 取得 　

平成25年2月8日 普通株 5,5000.00235 市場内 処分 　

平成25年2月12日普通株 2000.00009 市場内 取得 　

平成25年2月12日普通株 15,0000.00641 市場内 処分 　

平成25年2月13日普通株 1,3000.00056 市場内 処分 　

平成25年2月14日普通株 100,0000.04272 市場内 取得 　

平成25年2月15日普通株 1,0000.00043 市場内 取得 　

平成25年2月15日普通株 1000.00004 市場内 処分 　

平成25年2月15日普通株 17,9000.00765 市場外 処分 貸付

平成25年2月15日普通株 17,9000.00765 市場外 取得 貸付返済

平成25年2月18日普通株 1000.00004 市場内 取得 　

平成25年2月18日普通株 5,6000.00239 市場内 処分 　

平成25年2月19日普通株 8,1000.00346 市場内 処分 　

平成25年2月20日普通株 51,5000.02200 市場内 取得 　

平成25年2月21日普通株 4,2000.00179 市場内 処分 　

平成25年2月21日普通株 3,0000.00128 市場外 取得 借株

平成25年2月22日普通株 3,0000.00128 市場内 取得 　

平成25年2月22日普通株 12,0000.00513 市場外 取得 684

平成25年2月22日普通株 1,0000.00043 市場外 処分 684

平成25年2月22日普通株 2,0000.00085 市場外 処分 借株返済

平成25年2月25日普通株 50,0000.02136 市場外 取得 674

平成25年2月25日普通株 3,0000.00128 市場外 処分 674

平成25年2月25日普通株 1,3000.00056 市場内 処分 　

平成25年2月25日普通株 2,5000.00107 市場外 取得 借株

平成25年2月26日普通株 2,0000.00085 市場外 取得 653

平成25年2月26日普通株 2000.00009 市場内 取得 　

平成25年2月26日普通株 10,0000.00427 市場内 処分 　

平成25年2月26日普通株 2,0000.00085 市場外 取得 借株
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平成25年2月27日普通株 2000.00009 市場内 取得 　

平成25年2月27日普通株 4,0000.00171 市場内 処分 　

平成25年2月27日普通株 4,0000.00171 市場外 処分 借株返済

平成25年2月28日普通株 2,0000.00085 市場外 取得 661

平成25年2月28日普通株 132,1000.05643 市場外 処分 656.21

平成25年2月28日普通株 136,1000.05814 市場内 取得 　

平成25年2月28日普通株 10,0000.00427 市場内 処分 　

平成25年3月1日 普通株 13,4000.00572 市場内 取得 　

平成25年3月1日 普通株 27,0000.01153 市場外 取得 貸付返済

平成25年3月1日 普通株 450,0000.19222 市場外 処分 貸付

平成25年3月1日 普通株 141,6000.06049 市場外 取得 借株

平成25年3月4日 普通株 3,8000.00162 市場内 取得 　

平成25年3月4日 普通株 32,7000.01397 市場外 取得 借株

平成25年3月5日 普通株 4,2000.00179 市場内 取得 　

平成25年3月5日 普通株 43,3000.01850 市場外 処分 借株返済

平成25年3月6日 普通株 9,4000.00402 市場内 取得 　

平成25年3月6日 普通株 2000.00009 市場内 処分 　

平成25年3月6日 普通株 3,600,0001.53780 市場外 処分 貸付

平成25年3月6日 普通株 4,885,0002.08671 市場外 取得 借株

平成25年3月7日 普通株 1,1000.00047 市場内 取得 　

平成25年3月7日 普通株 2,0000.00085 市場内 処分 　

平成25年3月7日 普通株 1,300,0000.55532 市場外 処分 貸付

平成25年3月8日 普通株 59,0000.02520 市場外 処分 663

平成25年3月8日 普通株 328,2000.14020 市場内 取得 　

平成25年3月11日普通株 8000.00034 市場内 取得 　

平成25年3月11日普通株 14,3000.00611 市場内 処分 　

平成25年3月11日普通株 600,0000.25630 市場外 取得 貸付返済

平成25年3月11日普通株 1,0000.00043 市場外 取得 借株

平成25年3月12日普通株 50,0000.02136 市場内 取得 　

平成25年3月12日普通株 12,8000.00547 市場内 処分 　

平成25年3月12日普通株 209,6000.08953 市場外 処分 借株返済

平成25年3月12日普通株 627,4000.26800 市場外 処分 貸付

平成25年3月13日普通株 53,0000.02264 市場内 取得 　

平成25年3月13日普通株 17,5000.00748 市場内 処分 　

平成25年3月13日普通株 7,1000.00303 市場外 取得 借株

平成25年3月14日普通株 8,0000.00342 市場内 取得 　

平成25年3月14日普通株 13,9000.00594 市場内 処分 　

平成25年3月14日普通株 3,000,0001.28150 市場外 取得 貸付返済

平成25年3月14日普通株 3,012,6001.28688 市場外 処分 貸付

平成25年3月15日普通株 8,1000.00346 市場内 処分 　

平成25年3月15日普通株 2,098,0000.89620 市場外 取得 借株

平成25年3月15日普通株 984,8000.42067 市場外 処分 貸付

平成25年3月15日普通株 3,0000.00128 市場外 処分 借株返済

平成25年3月18日普通株 10,0000.00427 市場内 処分 　

平成25年3月18日普通株 3,250,0001.38829 市場外 取得 貸付返済

平成25年3月19日普通株 1,4000.00060 市場外 処分 690

平成25年3月19日普通株 3,0000.00128 市場内 処分 　

平成25年3月19日普通株 4,204,4001.79598 市場外 処分 貸付

平成25年3月21日普通株 1,4000.00060 市場外 処分 689

平成25年3月21日普通株 13,0000.00555 市場内 取得 　

平成25年3月21日普通株 69,3000.02960 市場外 処分 貸付

平成25年3月21日普通株 2,000,0000.85433 市場外 取得 借株

平成25年3月21日普通株 1,0000.00043 市場外 処分 借株返済
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平成25年3月22日普通株 13,8000.00589 市場内 処分 　

平成25年3月22日普通株 2,100,0000.89705 市場外 処分 貸付

平成25年3月22日普通株 47,7000.02038 市場外 処分 貸付

平成25年3月25日普通株 9,0000.00384 市場内 取得 　

平成25年3月26日普通株 5,0000.00214 市場内 取得 　

平成25年3月26日普通株 1,8000.00077 市場外 取得 貸付返済

平成25年3月26日普通株 2,0000.00085 市場外 取得 借株

平成25年3月27日普通株 17,0000.00726 市場内 取得 　

平成25年3月28日普通株 28,0000.01196 市場内 処分 　

平成25年3月28日普通株 1,0000.00043 市場外 処分 借株返済

平成25年3月29日普通株 10,8000.00461 市場内 取得 　

平成25年3月29日普通株 11,8000.00504 市場外 処分 借株返済

平成25年3月29日普通株 1,0000.00043 市場外 処分 借株返済

平成25年4月1日 普通株 2,8000.00120 市場内 処分 　

平成25年4月1日 普通株 585,5000.25011 市場外 処分 借株返済

平成25年4月1日 普通株 40,1000.01713 市場外 処分 借株返済

平成25年4月1日 普通株 1,478,2000.63144 市場外 処分 借株返済

平成25年4月1日 普通株 5,1000.00218 市場外 処分 借株返済

平成25年4月1日 普通株 2,0000.00085 市場外 処分 借株返済

平成25年4月1日 普通株 1,0000.00043 市場外 処分 借株返済

平成25年4月1日 普通株 1,0000.00043 市場外 処分 借株返済

平成25年4月2日 普通株 16,0000.00683 市場内 処分 　

平成25年4月2日 普通株 1000.00004 市場外 処分 借株返済

平成25年4月3日 普通株 6,5000.00278 市場内 取得 　

平成25年4月4日 普通株 20,0000.00854 市場外 取得 686

平成25年4月4日 普通株 3,8000.00162 市場内 取得 　

平成25年4月4日 普通株 88,0000.03759 市場内 処分 　

平成25年4月4日 普通株 16,0000.00683 市場外 処分 借株返済

平成25年4月5日 普通株 57,7000.02465 市場外 取得 貸付返済

平成25年4月5日 普通株 96,5000.04122 市場内 処分 　

平成25年4月8日 普通株 40,0000.01709 市場外 処分 707

平成25年4月8日 普通株 18,3000.00782 市場内 取得 　

平成25年4月9日 普通株 96,5000.04122 市場外 取得 貸付返済

平成25年4月9日 普通株 16000.00068 市場内 処分 　

 

（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関連会社（ビー・エヌ・ピー・パリバ・アービトラージ）へ8,760,400株の貸付

 

（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）                                     

1,217,529

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）                                     

1,217,529

 

②【借入金の内訳】
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名称（支店

名）

業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円）

該当なし      

      

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当なし   
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第3【共同保有者に関する事項】
該当なし

 

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）ビーエヌピーパリバセキュリティーズジャパンリミテッド  

（２）ビー・エヌ・ピー・パリバ・アービトラージ

（３）ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ

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） 22,928,333  

新株予約権証券（株） A                 

-

H

新株予約権付社債権（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） 22,928,333 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  10,860,400
 

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T  12,067,933

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4月9日現在）

234,100,821

 

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）

5.16%

 

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

 

 

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（％）
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ビー・エヌ・ピー・パリバ・アービト
ラージ

7,334,133 3.13%

ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリ
ティーズ・サービシズ

2,860,000

 

1.22%

 

ビーエヌピーパリバセキュリティーズ
ジャパンリミテッド  

1,873,800

 

0.80%

 

合計 12,067,933 5.16%
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