
第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 450,000,000

計 450,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成30年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成30年11月９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 192,277,401 192,295,601
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

100株

計 192,277,401 192,295,601 － －

（注）１．発行済株式のうち、113,000,000株は、現物出資（野村不動産株式会社 発行済全株式40,000,000株 452億

     円）によるものであります。

   ２.「提出日現在発行数」欄には、平成30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。 

 

- 9 -

2018/11/08 13:41:46／18434765_野村不動産ホールディングス株式会社_第２四半期報告書



（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

   １）野村不動産ホールディングス株式会社 2018年度第１回新株予約権

決議年月日 平成30年６月26日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役 ５

新株予約権の数（個）※ 107

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）

※
普通株式 10,700

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ １株あたり１ 

新株予約権の行使期間 ※
自 平成33年７月19日

至 平成38年７月18日

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 2,030

資本組入額 1,015

新株予約権の行使の条件 ※ （注）１のとおり

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

の決議による承認を要する。

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）２のとおり

※ 新株予約権の発行時（平成30年７月19日）における内容を記載しております。

 

   ２）野村不動産ホールディングス株式会社 2018年度第２回新株予約権 

決議年月日 平成30年６月26日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社完全子会社取締役及び執行役員 36

新株予約権の数（個）※ 494

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）

※
普通株式 49,400

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ １株あたり１

新株予約権の行使期間 ※
自 平成33年７月19日

至 平成38年７月18日

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 2,030

資本組入額 1,015

新株予約権の行使の条件 ※ （注）１のとおり

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

の決議による承認を要する。

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）２のとおり

※ 新株予約権の発行時（平成30年７月19日）における内容を記載しております。

 

（注）１．①新株予約権の割当てを受けた者（以下「対象者」という）は、新株予約権の行使時まで継続して、当社もし 

      くは当社子会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、顧問、理事、参与その他これらに準じる地位または 

      従業員の地位（以下総称して「要件地位」という）にあることを要する。 

②対象者が要件地位を喪失した場合、①にかかわらず、要件地位喪失日または表中の「新株予約権の行使期間 

 」（以下「権利行使期間」という）の開始日のいずれか遅い日から１年が経過する日（ただし、権利行使期 

 間の満了日までとする）までに限り、新株予約権を行使することができる。 

③対象者が死亡したときは、その直前において、対象者が①の条件を満たしていた場合、または②に基づき行 

 使することができた場合には、その相続人は当該新株予約権を相続し、新株予約権を行使することができる 

 （当該相続により承継した者を以下「権利承継者」という）。ただし、権利承継者が行使することができる 

 期間は、①の場合は、対象者死亡の日または権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から１年が経過する日 

 （ただし、権利行使期間の満了日までとする）までとし、②の場合は、対象者が②に基づき行使することが 

 できるとされた期間と同一とする。 
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④権利承継者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができない。 

⑤対象者または権利承継者は割当てを受けた新株予約権を１回に限り行使することができるものとし、これを 

 複数回に分割して行使することはできない。 

⑥新株予約権１個の一部についての権利行使はできない。 

⑦その他の条件については、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 

 

２．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（ 

  以下総称して「組織再編行為」という）をする場合、組織再編行為の効力発生日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）の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立 

  する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株 

  式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 

  、または株式移転により設立する株式会社（以下総称して「再編対象会社」という）の新株予約権を以下の条 

  件にて交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付する 

  。ただし、以下の条件に沿って再編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た場合に限る。 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存新株予約権と同一の数をそれぞれ交付する。 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、表中の「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またはその算定方法 

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は１株当たりの払込みをすべき金額を１円 

とし、これに③にしたがって決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とす 

る。 

⑤新株予約権を行使することができる期間 

権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、権利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 

(1)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 

 項にしたがい計算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 

 切り上げる。 

(2)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、(1)記載の資本金等増 

 加限度額から、(1)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、再編対象会社の承認を要する。 

⑧新株予約権の行使の条件 

前記（注）１に準じて決定する。 

⑨新株予約権の取得に関する事項 

以下に定める議案を目的事項とする株主総会の招集を当社取締役会が決議した場合（株主総会決議が不要の 

場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合）または株主から当該株主総会の招集の請求があった場 

合において、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は新株予約 

権の全部または一部を無償で取得する。 

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

(2)当社が分割会社となる吸収分割契約または新設分割計画承認の議案 

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案 

(4)当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する旨の 

 定めを設ける定款変更の議案 

(5)新株予約権の目的である株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ 

 ともしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得できることについての 

 定めを設ける定款変更の議案 

⑩新株予約権を行使した際に１株に満たない端数がある場合の取決め 

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。 
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②【その他の新株予約権等の状況】

     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】

     該当事項はありません。 

 

（４）【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(株)

発行済株式総
数残高(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金増
減額(百万円)

資本準備金残
高（百万円）

平成30年７月１日～

平成30年９月30日

（注）１

97,500 192,277,401 104 117,205 104 117,569

（注）１．新株予約権の行使による増加であります。

   ２．平成30年10月１日から平成30年10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が18,200株、 

     資本金及び資本準備金がそれぞれ18百万円増加しております。
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（５）【大株主の状況】

    平成30年９月30日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数
（百株） 

発行済株
式（自己
株式を除
く。）の
総数に対
する所有
株式数の
割合(％) 

野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 647,775 34.62 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（信託口） 
東京都中央区晴海一丁目８番11号 95,413 5.09 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信

託口） 
東京都港区浜松町二丁目11番３号 62,609 3.34 

BNYMSANV AS AGENT/CLIENTS LUX UCITS NON 

TREATY 1 

（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 

VERTIGO BUILDING - POLARIS 2-4 RUE EUGENE 

RUPPERT L-2453 LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 

LUXEMBOURG 

（東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 決済

事業部） 

49,492 2.64 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（信託口９） 
東京都中央区晴海一丁目８番11号 33,832 1.80 

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 
（常任代理人 香港上海銀行東京支店カスト
ディ業務部) 

ONE LINCOLN STREET,BOSTON MA USA 02111 

（東京都中央区日本橋三丁目11番１号） 
30,202 1.61 

野村不動産ホールディングス従業員持株会 東京都新宿区西新宿一丁目26番２号 28,940 1.54 

HSBC BANK PLC A/C CLIENTS 1 

（常任代理人 香港上海銀行東京支店カスト

ディ業務部） 

8 CANADA SQUARE, LONDON E14 5HQ 

（東京都中央区日本橋三丁目11番１号） 
26,441 1.41 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口５) 東京都中央区晴海一丁目８番11号 25,574 1.36 

STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 

505234 

（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業

部） 

1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 

02171,U.S.A. 

（東京都港区港南二丁目15番１号 品川インタ

ーシティＡ棟） 

24,142 1.29 

計 － 1,024,421 54.75 
 
（注）１．当社は、自己株式を5,192,110株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 
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２．平成30年２月20日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者

から、平成30年２月14日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当

第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の一部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、その変更報告書の内容は次のとおりであります。 

 

氏名又は名称 住所 

保有株券等 

の数 

（百株） 

株券等保 

有割合 

（％） 

野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 647,775 33.73 

野村アセットマネジメント株式

会社 
東京都中央区日本橋一丁目12番１号 35,266 1.84 

朝日火災海上保険株式会社 東京都千代田区神田美土代町７番地 3,000 0.16 

計 － 686,041 35.72 

 

３．平成30年９月６日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、イーストスプリング・インベストメン

ツ（シンガポール）リミテッド及びその共同保有者が、平成30年８月31日現在でそれぞれ以下の株式を所有し

ている旨が記載されているものの、当社として当第２四半期会計期間末現在における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、その変更報告書の内容は次のとおりであります。 

 

氏名又は名称 住所 

保有株券等 

の数 

（百株） 

株券等保 

有割合 

（％） 

イーストスプリング・インベス

トメンツ（シンガポール）リミ

テッド 

(Eastspring Investments 

(Singapore) Limited) 

シンガポール共和国マリーナ・ブルーバード10、#32-10、 

マリーナ・ベイ・フィナンシャルセンター・タワー2 
93,642 4.87 

Ｍ＆Ｇインベストメント・マネ

ジメント・リミテッド 

(M&G Investment Management 

 Limited) 

英国、ロンドン、ローレンス・パウントニー・ヒル、

EC4R OHH 
6,194 0.32 

計 － 99,836 5.19 
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30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）
普通株式

5,192,100
－ 単元株式数100株

完全議決権株式（その他）
普通株式 

187,049,500
1,870,495 同上

単元未満株式
普通株式

35,801
－ １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 192,277,401 － －

総株主の議決権 － 1,870,495 －

（注）１．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式10株が含まれております。

   ２．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当社株式230,000株（議決

      権2,300個）が含まれております。なお、当該議決権2,300個は、議決権不行使となっております。

 

②【自己株式等】

平成30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(％)

野村不動産ホールディ

ングス株式会社

東京都新宿区西新宿一

丁目26番２号
5,192,100 ― 5,192,100 2.70

計 － 5,192,100 ― 5,192,100 2.70

（注）役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当社株式230,000株は、上記自己株式に含まれておりません。

 

２【役員の状況】

 該当事項はありません。
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