
 

募集新株予約権発行に関する決定公告 

 

平成 29 年 5 月 19 日 

東京都中央区日本橋一丁目 9 番 1 号 

野村ホールディングス株式会社 

代表執行役兼グループ CEO 永井 浩二 

 

株主各位 

 

 当社は、下記の内容の新株予約権を発行することを決定いたしましたので、会社法第 240

条第 2 項及び同条第 3 項の規定に基づき、公告いたします。 

 

記 

 

第 75 回（2017 B-1）新株予約権 

1. 新株予約権の名称 

野村ホールディングス株式会社第 75回（2017 B-1）新株予約権 

2. 新株予約権の数 

50,975個 

業績向上を図り、株主との価値共有をすすめながら当社グループ全体の企業価値の向上を目指す意

欲を促すために、下記各項目に従い新株予約権を引き受ける者の募集を行う。現金報酬の一部に代え

て新株予約権を割り当てるものとし、割当対象者及び割り当てる新株予約権の数は次の表のとおりと

する。 

  

（割当対象者及び割当数） 

割当対象者 人数 計 

当社及び当社の子会社

の取締役、執行役及び

使用人等 

893 名 50,975個 

 

  なお、上記の個数は、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる

新株予約権の数が減少したときは、その割り当てる数をもって新株予約権の数とする。 

3. 新株予約権の目的である株式の数 

 本新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は当社普通

株式 100株とする。 

なお、付与株式数の調整については、下記①及び②の通り行うものとする。 

① 本新株予約権の割当日後、当社が普通株式の分割（当社普通株式に対する当社普通株式の無償



割当てを含む。以下同じ。）又は普通株式の株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち行使

されていないものについては、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、調

整の結果生じる 1株未満の端数は、これを切り捨てる。 

 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式の分割又は株式の併合の比率 

 

② 本新株予約権の割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う

場合、当社の発行済み普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由が発生した場合、その

他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、本新株予約権のうち行使さ

れていないものについては、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができ

るものとする。 

4. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

本新株予約権 1 個の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することによ

り交付（新株発行又は自己株式の移転をいう。以下同じ。）される株式 1株当たりの金銭の額（以

下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。 

行使価額は、1円とする。 

5. 新株予約権の行使期間 

 平成 30年 4月 20日から平成 35年 4月 19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いて増加する資本金及び資本準備金に関する事

項 

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規

則（平成 18年法務省令第 13号）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 1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものと

する。 

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記（1）

記載の資本金等増加限度額から上記（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 

 譲渡による本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ものとす

る。 

8. 新株予約権の取得に関する事項 

(1) 取得事由 

  以下に掲げる事由のうちのいずれかが発生した場合、当社取締役会又は取締役会の決議による

委任を受けた執行役が別途定める日に、当社は本新株予約権を取得することができるものとする。 

① 当社普通株式の種類の変更又は当社普通株式を対象とする株式公開買付による、当社以

外の者に対する当社の発行済み普通株式の全部の譲渡又は譲渡の合意 

② 当社が消滅会社となる合併契約書又は当社が完全子会社となる株式交換契約書に対する



株主総会の承認（ただし、当該合併又は株式交換の直前における当社普通株式の保有者

が、存続会社又は完全親会社の議決権付株式の過半数を保有する場合を除く。） 

③ 当社が存続会社となる合併契約書又は当社が完全親会社となる株式交換契約書であっ

て、当社普通株式の種類の変更が行われるもの又は当該合併又は株式交換の直前におけ

る当社の発行済み普通株式（当該合併又は株式交換における消滅会社又は完全子会社が

保有するものを除く。）が合計で当該合併又は株式交換の直後における発行済み普通株

式の 50％未満となるものに対する株主総会の承認 

(2)  取得の対価 

 (ア)上記(1)の取得事由が発生した日までの 20取引日（当該取引日を含む。）の株式会社東京証

券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に、(イ)取得される本新株予約権の数

及び(ウ)付与株式数を乗じた額の金銭(終値の平均値の計算については、円未満小数第 2位まで算

出し、小数第 2位を四捨五入するものとする。) 

9. 本新株予約権の行使により生じる 1株に満たない端数の取り扱い 

 本新株予約権を行使した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。 

10. 本新株予約権の払込金額 

 本新株予約権については、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。 

11. 新株予約権の割当日 

 平成 29年 6月 9日 

12. 新株予約権の行使の条件 

1 個の新株予約権の一部の行使でないこと。 

13. 新株予約権の行使請求受付場所及び払込取扱場所 

(1) 行使請求受付場所 

当社本店、UBS銀行東京支店（又はその時々における UBS銀行東京支店の承継会社及びその営

業所。以下、「UBS東京」という。）又は当社が指定する行使請求受付場所 

 (2) 払込取扱場所 

三菱 UFJ信託銀行株式会社本店営業部（又はその時々における当該銀行の承継銀行の部店若

しくは当該部店の承継部店）、UBS東京又は当社が指定する払込取扱場所 

14. 新株予約権行使請求及び払込の方法 

(1) 本新株予約権を行使請求する場合には、当社が定める様式に必要事項を記入し、これを本要

項第 13項(1)に定める行使請求受付場所に提出するものとする。なお、行使請求受付場所で

の行使の受付は当社の営業日（基準日（当社の定款において定める株主総会の議決権の基準

日及び剰余金の配当を予定する基準日をいう。以下同じ。）及び基準日直前の 3営業日を除

く。）に限るものとする。 

(2) 本新株予約権を行使請求する場合には、前(1)の当社が定める行使請求の様式の提出ととも



に、行使する新株予約権の個数に付与株式数及び行使価額を乗じた金額を、現金にて本要項

第 13項(2)に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込

むものとする。 

(3) 前(1)及び(2)の規定にかかわらず、日本非居住者が本新株予約権を行使請求する場合の手続

きについては、UBS東京と当社が合意したところによるものとする。 

15. 新株予約権行使請求の効力発生時期 

(1) 本新株予約権行使請求の効力は次に掲げるものいずれもが、払込取扱場所に到着したとき

に生じるものとする。 

①第 14項(1)及び(3)に定める新株予約権行使請求 

②第 14項(2) 及び(3)に定める払込金 

(2) 当社は、行使請求の効力発生日後遅滞なく、当該行使請求により交付すべき株式につき、

当社の指定する口座管理機関における新株予約権者名義の振替口座簿の保有欄へ振替株式の

増加の記録の指図を行う。UBS東京を行使請求受付場所とした場合は、UBS東京と当社が合意

した手順によるものとする。ただし、新株予約権割当契約に別段の定めがある場合はその定

めに従う。 

16. 法令の改正に伴う取扱い 

    会社法、金融商品取引法その他の法令の新設又は改廃により、本新株予約権の発行要項にお

いて引用する各法令、条項又はその内容等に修正を加える必要が生じた場合には、当該新設又

は改正の趣旨を考慮の上、適宜合理的な範囲内で読み替えるものとする。 

17. その他本新株予約権の発行に関し必要な事項は代表執行役に一任する。   

 

 

 

 

第 76 回（2017 B-2）新株予約権 

1. 新株予約権の名称 

野村ホールディングス株式会社第 76回（2017 B-2）新株予約権 



2. 新株予約権の数 

50,671個 

業績向上を図り、株主との価値共有をすすめながら当社グループ全体の企業価値の向上を目指す意

欲を促すために、下記各項目に従い新株予約権を引き受ける者の募集を行う。現金報酬の一部に代え

て新株予約権を割り当てるものとし、割当対象者及び割り当てる新株予約権の数は次の表のとおりと

する。 

  

（割当対象者及び割当数） 

割当対象者 人数 計 

当社及び当社の子会社

の取締役、執行役及び

使用人等 

893 名 50,671個 

 

  なお、上記の個数は、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる

新株予約権の数が減少したときは、その割り当てる数をもって新株予約権の数とする。 

3. 新株予約権の目的である株式の数 

 本新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は当社普通

株式 100株とする。 

なお、付与株式数の調整については、下記①及び②の通り行うものとする。 

① 本新株予約権の割当日後、当社が普通株式の分割（当社普通株式に対する当社普通株式の無償

割当てを含む。以下同じ。）又は普通株式の株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち行使

されていないものについては、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、調

整の結果生じる 1株未満の端数は、これを切り捨てる。 

 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式の分割又は株式の併合の比率 

 

② 本新株予約権の割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う

場合、当社の発行済み普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由が発生した場合、その

他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、本新株予約権のうち行使さ

れていないものについては、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができ

るものとする。 

4. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

本新株予約権 1 個の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することによ

り交付（新株発行又は自己株式の移転をいう。以下同じ。）される株式 1株当たりの金銭の額（以

下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。 

行使価額は、1円とする。 

5. 新株予約権の行使期間 



 平成 31年 4月 20日から平成 36年 4月 19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いて増加する資本金及び資本準備金に関する事

項 

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則

（平成 18年法務省令第 13号）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 1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記（1）

記載の資本金等増加限度額から上記（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 

 譲渡による本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ものとす

る。 

8. 新株予約権の取得に関する事項 

(1) 取得事由 

  以下に掲げる事由のうちのいずれかが発生した場合、当社取締役会又は取締役会の決議による

委任を受けた執行役が別途定める日に、当社は本新株予約権を取得することができるものとする。 

① 当社普通株式の種類の変更又は当社普通株式を対象とする株式公開買付による、当社以

外の者に対する当社の発行済み普通株式の全部の譲渡又は譲渡の合意 

② 当社が消滅会社となる合併契約書又は当社が完全子会社となる株式交換契約書に対する

株主総会の承認（ただし、当該合併又は株式交換の直前における当社普通株式の保有者

が、存続会社又は完全親会社の議決権付株式の過半数を保有する場合を除く。） 

③ 当社が存続会社となる合併契約書又は当社が完全親会社となる株式交換契約書であっ

て、当社普通株式の種類の変更が行われるもの又は当該合併又は株式交換の直前におけ

る当社の発行済み普通株式（当該合併又は株式交換における消滅会社又は完全子会社が

保有するものを除く。）が合計で当該合併又は株式交換の直後における発行済み普通株

式の 50％未満となるものに対する株主総会の承認 

(2)  取得の対価 

 (ア)上記(1)の取得事由が発生した日までの 20取引日（当該取引日を含む。）の株式会社東京証

券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に、(イ)取得される本新株予約権の数

及び(ウ)付与株式数を乗じた額の金銭(終値の平均値の計算については、円未満小数第 2位まで算

出し、小数第 2位を四捨五入するものとする。) 

9. 本新株予約権の行使により生じる 1株に満たない端数の取り扱い 

 本新株予約権を行使した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。 

10. 本新株予約権の払込金額 

 本新株予約権については、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。 



11. 新株予約権の割当日 

 平成 29年 6月 9日 

12. 新株予約権の行使の条件 

1 個の新株予約権の一部の行使でないこと。 

13. 新株予約権の行使請求受付場所及び払込取扱場所 

(1) 行使請求受付場所 

当社本店、UBS銀行東京支店（又はその時々における UBS銀行東京支店の承継会社及びその営

業所。以下、「UBS東京」という。）又は当社が指定する行使請求受付場所 

 (2) 払込取扱場所 

三菱 UFJ信託銀行株式会社本店営業部（又はその時々における当該銀行の承継銀行の部店若

しくは当該部店の承継部店）、UBS東京又は当社が指定する払込取扱場所 

14. 新株予約権行使請求及び払込の方法 

(1) 本新株予約権を行使請求する場合には、当社が定める様式に必要事項を記入し、これを本要

項第 13項(1)に定める行使請求受付場所に提出するものとする。なお、行使請求受付場所で

の行使の受付は当社の営業日（基準日（当社の定款において定める株主総会の議決権の基準

日及び剰余金の配当を予定する基準日をいう。以下同じ。）及び基準日直前の 3営業日を除

く。）に限るものとする。 

(2) 本新株予約権を行使請求する場合には、前(1)の当社が定める行使請求の様式の提出ととも

に、行使する新株予約権の個数に付与株式数及び行使価額を乗じた金額を、現金にて本要項

第 13項(2)に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込

むものとする。 

(3) 前(1)及び(2)の規定にかかわらず、日本非居住者が本新株予約権を行使請求する場合の手続

きについては、UBS東京と当社が合意したところによるものとする。 

15. 新株予約権行使請求の効力発生時期 

(1) 本新株予約権行使請求の効力は次に掲げるものいずれもが、払込取扱場所に到着したとき

に生じるものとする。 

①第 14項(1)及び(3)に定める新株予約権行使請求 

②第 14項(2) 及び(3)に定める払込金 

(2) 当社は、行使請求の効力発生日後遅滞なく、当該行使請求により交付すべき株式につき、

当社の指定する口座管理機関における新株予約権者名義の振替口座簿の保有欄へ振替株式の

増加の記録の指図を行う。UBS東京を行使請求受付場所とした場合は、UBS東京と当社が合意

した手順によるものとする。ただし、新株予約権割当契約に別段の定めがある場合はその定

めに従う。 

16. 法令の改正に伴う取扱い 

    会社法、金融商品取引法その他の法令の新設又は改廃により、本新株予約権の発行要項にお

いて引用する各法令、条項又はその内容等に修正を加える必要が生じた場合には、当該新設又



は改正の趣旨を考慮の上、適宜合理的な範囲内で読み替えるものとする。 

17. その他本新株予約権の発行に関し必要な事項は代表執行役に一任する。 

 

 

 

 

 

第 77 回（2017 B-3）新株予約権 

1. 新株予約権の名称 

野村ホールディングス株式会社第 77回（2017 B-3）新株予約権 

2. 新株予約権の数 

52,425個 

業績向上を図り、株主との価値共有をすすめながら当社グループ全体の企業価値の向上を目指す意

欲を促すために、下記各項目に従い新株予約権を引き受ける者の募集を行う。現金報酬の一部に代え

て新株予約権を割り当てるものとし、割当対象者及び割り当てる新株予約権の数は次の表のとおりと

する。 

  

（割当対象者及び割当数） 

割当対象者 人数 計 

当社及び当社の子会社

の取締役、執行役及び

使用人等 

904 名 52,425個 

 

  なお、上記の個数は、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる

新株予約権の数が減少したときは、その割り当てる数をもって新株予約権の数とする。 

3. 新株予約権の目的である株式の数 

 本新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は当社普通

株式 100株とする。 

なお、付与株式数の調整については、下記①及び②の通り行うものとする。 

① 本新株予約権の割当日後、当社が普通株式の分割（当社普通株式に対する当社普通株式の無償

割当てを含む。以下同じ。）又は普通株式の株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち行使

されていないものについては、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、調

整の結果生じる 1株未満の端数は、これを切り捨てる。 

 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式の分割又は株式の併合の比率 

② 本新株予約権の割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う

場合、当社の発行済み普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由が発生した場合、その



他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、本新株予約権のうち行使さ

れていないものについては、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができ

るものとする。 

4. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

本新株予約権 1 個の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することによ

り交付（新株発行又は自己株式の移転をいう。以下同じ。）される株式 1株当たりの金銭の額（以

下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。 

行使価額は、1円とする。 

5. 新株予約権の行使期間 

 平成 32年 4月 20日から平成 37年 4月 19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いて増加する資本金及び資本準備金に関する事

項 

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則

（平成 18年法務省令第 13号）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 1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記（1）

記載の資本金等増加限度額から上記（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 

 譲渡による本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ものとす

る。 

8. 新株予約権の取得に関する事項 

(1) 取得事由 

  以下に掲げる事由のうちのいずれかが発生した場合、当社取締役会又は取締役会の決議による

委任を受けた執行役が別途定める日に、当社は本新株予約権を取得することができるものとする。 

① 当社普通株式の種類の変更又は当社普通株式を対象とする株式公開買付による、当社以

外の者に対する当社の発行済み普通株式の全部の譲渡又は譲渡の合意 

② 当社が消滅会社となる合併契約書又は当社が完全子会社となる株式交換契約書に対する

株主総会の承認（ただし、当該合併又は株式交換の直前における当社普通株式の保有者

が、存続会社又は完全親会社の議決権付株式の過半数を保有する場合を除く。） 

③ 当社が存続会社となる合併契約書又は当社が完全親会社となる株式交換契約書であっ

て、当社普通株式の種類の変更が行われるもの又は当該合併又は株式交換の直前におけ

る当社の発行済み普通株式（当該合併又は株式交換における消滅会社又は完全子会社が

保有するものを除く。）が合計で当該合併又は株式交換の直後における発行済み普通株

式の 50％未満となるものに対する株主総会の承認 

(2)  取得の対価 



 (ア)上記(1)の取得事由が発生した日までの 20取引日（当該取引日を含む。）の株式会社東京証

券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に、(イ)取得される本新株予約権の数

及び(ウ)付与株式数を乗じた額の金銭(終値の平均値の計算については、円未満小数第 2位まで算

出し、小数第 2位を四捨五入するものとする。) 

9. 本新株予約権の行使により生じる 1株に満たない端数の取り扱い 

 本新株予約権を行使した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。 

10. 本新株予約権の払込金額 

 本新株予約権については、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。 

11. 新株予約権の割当日 

 平成 29年 6月 9日 

12. 新株予約権の行使の条件 

1 個の新株予約権の一部の行使でないこと。 

13. 新株予約権の行使請求受付場所及び払込取扱場所 

(1) 行使請求受付場所 

当社本店、UBS銀行東京支店（又はその時々における UBS銀行東京支店の承継会社及びその営

業所。以下、「UBS東京」という。）又は当社が指定する行使請求受付場所 

 (2) 払込取扱場所 

三菱 UFJ信託銀行株式会社本店営業部（又はその時々における当該銀行の承継銀行の部店若

しくは当該部店の承継部店）、UBS東京又は当社が指定する払込取扱場所 

14. 新株予約権行使請求及び払込の方法 

(1) 本新株予約権を行使請求する場合には、当社が定める様式に必要事項を記入し、これを本要

項第 13 項(1)に定める行使請求受付場所に提出するものとする。なお、行使請求受付場所で

の行使の受付は当社の営業日（基準日（当社の定款において定める株主総会の議決権の基準

日及び剰余金の配当を予定する基準日をいう。以下同じ。）及び基準日直前の 3 営業日を除

く。）に限るものとする。 

(2) 本新株予約権を行使請求する場合には、前(1)の当社が定める行使請求の様式の提出ととも

に、行使する新株予約権の個数に付与株式数及び行使価額を乗じた金額を、現金にて本要項

第 13 項(2)に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込

むものとする。 

(3) 前(1)及び(2)の規定にかかわらず、日本非居住者が本新株予約権を行使請求する場合の手続

きについては、UBS東京と当社が合意したところによるものとする。 

15. 新株予約権行使請求の効力発生時期 

(1) 本新株予約権行使請求の効力は次に掲げるものいずれもが、払込取扱場所に到着したとき

に生じるものとする。 



①第 14項(1)及び(3)に定める新株予約権行使請求 

②第 14項(2) 及び(3)に定める払込金 

(2) 当社は、行使請求の効力発生日後遅滞なく、当該行使請求により交付すべき株式につき、

当社の指定する口座管理機関における新株予約権者名義の振替口座簿の保有欄へ振替株式の

増加の記録の指図を行う。UBS東京を行使請求受付場所とした場合は、UBS東京と当社が合意

した手順によるものとする。ただし、新株予約権割当契約に別段の定めがある場合はその定

めに従う。 

16. 法令の改正に伴う取扱い 

    会社法、金融商品取引法その他の法令の新設又は改廃により、本新株予約権の発行要項にお

いて引用する各法令、条項又はその内容等に修正を加える必要が生じた場合には、当該新設又

は改正の趣旨を考慮の上、適宜合理的な範囲内で読み替えるものとする。 

17. その他本新株予約権の発行に関し必要な事項は代表執行役に一任する。 

 

 

 

第 78 回（2017 B-4）新株予約権 

13. 新株予約権の名称 

野村ホールディングス株式会社第 78回（2017 B-4）新株予約権 

14. 新株予約権の数 

10,052個 

業績向上を図り、株主との価値共有をすすめながら当社グループ全体の企業価値の向上を目指す意

欲を促すために、下記各項目に従い新株予約権を引き受ける者の募集を行う。現金報酬の一部に代え

て新株予約権を割り当てるものとし、割当対象者及び割り当てる新株予約権の数は次の表のとおりと

する。 

  

（割当対象者及び割当数） 

割当対象者 人数 計 

当社及び当社の子会社

の取締役、執行役及び

使用人等 

140 名 10,052個 

 

  なお、上記の個数は、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる

新株予約権の数が減少したときは、その割り当てる数をもって新株予約権の数とする。 

15. 新株予約権の目的である株式の数 

 本新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は当社普通

株式 100株とする。 



なお、付与株式数の調整については、下記①及び②の通り行うものとする。 

① 本新株予約権の割当日後、当社が普通株式の分割（当社普通株式に対する当社普通株式の無償

割当てを含む。以下同じ。）又は普通株式の株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち行使

されていないものについては、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、調

整の結果生じる 1株未満の端数は、これを切り捨てる。 

 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式の分割又は株式の併合の比率 

② 本新株予約権の割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う

場合、当社の発行済み普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由が発生した場合、その

他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、本新株予約権のうち行使さ

れていないものについては、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができ

るものとする。 

16. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

本新株予約権 1 個の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することによ

り交付（新株発行又は自己株式の移転をいう。以下同じ。）される株式 1株当たりの金銭の額（以

下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。 

行使価額は、1円とする。 

17. 新株予約権の行使期間 

 平成 33年 4月 20日から平成 38年 4月 19日までとする。 

18. 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金に関する事

項 

(3) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則

（平成 18年法務省令第 13号）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 1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

(4) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記（1）

記載の資本金等増加限度額から上記（1）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

19. 譲渡による新株予約権の取得の制限 

 譲渡による本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ものとす

る。 

20. 新株予約権の取得に関する事項 

(1) 取得事由 

  以下に掲げる事由のうちのいずれかが発生した場合、当社取締役会又は取締役会の決議による

委任を受けた執行役が別途定める日に、当社は本新株予約権を取得することができるものとする。 

① 当社普通株式の種類の変更又は当社普通株式を対象とする株式公開買付による、当社以

外の者に対する当社の発行済み普通株式の全部の譲渡又は譲渡の合意 

② 当社が消滅会社となる合併契約書又は当社が完全子会社となる株式交換契約書に対する



株主総会の承認（ただし、当該合併又は株式交換の直前における当社普通株式の保有者

が、存続会社又は完全親会社の議決権付株式の過半数を保有する場合を除く。） 

③ 当社が存続会社となる合併契約書又は当社が完全親会社となる株式交換契約書であっ

て、当社普通株式の種類の変更が行われるもの又は当該合併又は株式交換の直前におけ

る当社の発行済み普通株式（当該合併又は株式交換における消滅会社又は完全子会社が

保有するものを除く。）が合計で当該合併又は株式交換の直後における発行済み普通株

式の 50％未満となるものに対する株主総会の承認 

(2)  取得の対価 

 (ア)上記(1)の取得事由が発生した日までの 20取引日（当該取引日を含む。）の株式会社東京証

券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に、(イ)取得される本新株予約権の数

及び(ウ)付与株式数を乗じた額の金銭(終値の平均値の計算については、円未満小数第 2位まで算

出し、小数第 2位を四捨五入するものとする。) 

21. 本新株予約権の行使により生じる 1株に満たない端数の取り扱い 

 本新株予約権を行使した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。 

22. 本新株予約権の払込金額 

 本新株予約権については、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。 

23. 新株予約権の割当日 

 平成 29年 6月 9日 

24. 新株予約権の行使の条件 

1 個の新株予約権の一部の行使でないこと。 

14. 新株予約権の行使請求受付場所及び払込取扱場所 

(1) 行使請求受付場所 

当社本店、UBS銀行東京支店（又はその時々における UBS銀行東京支店の承継会社及びその営

業所。以下、「UBS東京」という。）又は当社が指定する行使請求受付場所 

 (2) 払込取扱場所 

三菱 UFJ信託銀行株式会社本店営業部（又はその時々における当該銀行の承継銀行の部店若

しくは当該部店の承継部店）、UBS東京又は当社が指定する払込取扱場所 

18. 新株予約権行使請求及び払込の方法 

(4) 本新株予約権を行使請求する場合には、当社が定める様式に必要事項を記入し、これを本要

項第 13 項(1)に定める行使請求受付場所に提出するものとする。なお、行使請求受付場所で

の行使の受付は当社の営業日（基準日（当社の定款において定める株主総会の議決権の基準

日及び剰余金の配当を予定する基準日をいう。以下同じ。）及び基準日直前の 3 営業日を除

く。）に限るものとする。 

(5) 本新株予約権を行使請求する場合には、前(1)の当社が定める行使請求の様式の提出ととも



に、行使する新株予約権の個数に付与株式数及び行使価額を乗じた金額を、現金にて本要項

第 13 項(2)に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込

むものとする。 

(6) 前(1)及び(2)の規定にかかわらず、日本非居住者が本新株予約権を行使請求する場合の手続

きについては、UBS東京と当社が合意したところによるものとする。 

19. 新株予約権行使請求の効力発生時期 

(1) 本新株予約権行使請求の効力は次に掲げるものいずれもが、払込取扱場所に到着したとき

に生じるものとする。 

①第 14項(1)及び(3)に定める新株予約権行使請求 

②第 14項(2) 及び(3)に定める払込金 

(2) 当社は、行使請求の効力発生日後遅滞なく、当該行使請求により交付すべき株式につき、

当社の指定する口座管理機関における新株予約権者名義の振替口座簿の保有欄へ振替株式の

増加の記録の指図を行う。UBS東京を行使請求受付場所とした場合は、UBS東京と当社が合意

した手順によるものとする。ただし、新株予約権割当契約に別段の定めがある場合はその定

めに従う。 

20. 法令の改正に伴う取扱い 

    会社法、金融商品取引法その他の法令の新設又は改廃により、本新株予約権の発行要項にお

いて引用する各法令、条項又はその内容等に修正を加える必要が生じた場合には、当該新設又

は改正の趣旨を考慮の上、適宜合理的な範囲内で読み替えるものとする。 

21. その他本新株予約権の発行に関し必要な事項は代表執行役に一任する。 

 

 

 

第 79 回（2017 B-5）新株予約権 

25. 新株予約権の名称 

野村ホールディングス株式会社第 79回（2017 B-5）新株予約権 



26. 新株予約権の数 

10,022個 

業績向上を図り、株主との価値共有をすすめながら当社グループ全体の企業価値の向上を目指す意

欲を促すために、下記各項目に従い新株予約権を引き受ける者の募集を行う。現金報酬の一部に代え

て新株予約権を割り当てるものとし、割当対象者及び割り当てる新株予約権の数は次の表のとおりと

する。 

  

（割当対象者及び割当数） 

割当対象者 人数 計 

当社及び当社の子会社

の取締役、執行役及び

使用人等 

140 名 10,022個 

 

  なお、上記の個数は、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる

新株予約権の数が減少したときは、その割り当てる数をもって新株予約権の数とする。 

27. 新株予約権の目的である株式の数 

 本新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は当社普通

株式 100株とする。 

なお、付与株式数の調整については、下記①及び②の通り行うものとする。 

① 本新株予約権の割当日後、当社が普通株式の分割（当社普通株式に対する当社普通株式の無償

割当てを含む。以下同じ。）又は普通株式の株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち行使

されていないものについては、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、調

整の結果生じる 1株未満の端数は、これを切り捨てる。 

 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式の分割又は株式の併合の比率 

② 本新株予約権の割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う

場合、当社の発行済み普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由が発生した場合、その

他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、本新株予約権のうち行使さ

れていないものについては、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができ

るものとする。 

28. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

本新株予約権 1 個の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することによ

り交付（新株発行又は自己株式の移転をいう。以下同じ。）される株式 1株当たりの金銭の額（以

下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。 

行使価額は、1円とする。 

29. 新株予約権の行使期間 

 平成 34年 4月 20日から平成 39年 4月 19日までとする。 



30. 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金に関する事

項 

(5) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則

（平成 18年法務省令第 13号）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 1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

(6) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記（1）

記載の資本金等増加限度額から上記（1）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

31. 譲渡による新株予約権の取得の制限 

 譲渡による本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ものとす

る。 

32. 新株予約権の取得に関する事項 

(1) 取得事由 

  以下に掲げる事由のうちのいずれかが発生した場合、当社取締役会又は取締役会の決議による

委任を受けた執行役が別途定める日に、当社は本新株予約権を取得することができるものとする。 

① 当社普通株式の種類の変更又は当社普通株式を対象とする株式公開買付による、当社以

外の者に対する当社の発行済み普通株式の全部の譲渡又は譲渡の合意 

② 当社が消滅会社となる合併契約書又は当社が完全子会社となる株式交換契約書に対する

株主総会の承認（ただし、当該合併又は株式交換の直前における当社普通株式の保有者

が、存続会社又は完全親会社の議決権付株式の過半数を保有する場合を除く。） 

③ 当社が存続会社となる合併契約書又は当社が完全親会社となる株式交換契約書であっ

て、当社普通株式の種類の変更が行われるもの又は当該合併又は株式交換の直前におけ

る当社の発行済み普通株式（当該合併又は株式交換における消滅会社又は完全子会社が

保有するものを除く。）が合計で当該合併又は株式交換の直後における発行済み普通株

式の 50％未満となるものに対する株主総会の承認 

(2)  取得の対価 

 (ア)上記(1)の取得事由が発生した日までの 20取引日（当該取引日を含む。）の株式会社東京証

券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に、(イ)取得される本新株予約権の数

及び(ウ)付与株式数を乗じた額の金銭(終値の平均値の計算については、円未満小数第 2位まで算

出し、小数第 2位を四捨五入するものとする。) 

33. 本新株予約権の行使により生じる 1株に満たない端数の取り扱い 

 本新株予約権を行使した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。 

34. 本新株予約権の払込金額 

 本新株予約権については、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。 

35. 新株予約権の割当日 



 平成 29年 6月 9日 

36. 新株予約権の行使の条件 

1 個の新株予約権の一部の行使でないこと。 

15. 新株予約権の行使請求受付場所及び払込取扱場所 

(1) 行使請求受付場所 

当社本店、UBS銀行東京支店（又はその時々における UBS銀行東京支店の承継会社及びその営

業所。以下、「UBS東京」という。）又は当社が指定する行使請求受付場所 

 (2) 払込取扱場所 

三菱 UFJ信託銀行株式会社本店営業部（又はその時々における当該銀行の承継銀行の部店若

しくは当該部店の承継部店）、UBS東京又は当社が指定する払込取扱場所 

22. 新株予約権行使請求及び払込の方法 

(7) 本新株予約権を行使請求する場合には、当社が定める様式に必要事項を記入し、これを本要

項第 13 項(1)に定める行使請求受付場所に提出するものとする。なお、行使請求受付場所で

の行使の受付は当社の営業日（基準日（当社の定款において定める株主総会の議決権の基準

日及び剰余金の配当を予定する基準日をいう。以下同じ。）及び基準日直前の 3 営業日を除

く。）に限るものとする。 

(8) 本新株予約権を行使請求する場合には、前(1)の当社が定める行使請求の様式の提出ととも

に、行使する新株予約権の個数に付与株式数及び行使価額を乗じた金額を、現金にて本要項

第 13 項(2)に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込

むものとする。 

(9) 前(1)及び(2)の規定にかかわらず、日本非居住者が本新株予約権を行使請求する場合の手続

きについては、UBS東京と当社が合意したところによるものとする。 

23. 新株予約権行使請求の効力発生時期 

(1) 本新株予約権行使請求の効力は次に掲げるものいずれもが、払込取扱場所に到着したとき

に生じるものとする。 

①第 14項(1)及び(3)に定める新株予約権行使請求 

②第 14項(2) 及び(3)に定める払込金 

(2) 当社は、行使請求の効力発生日後遅滞なく、当該行使請求により交付すべき株式につき、

当社の指定する口座管理機関における新株予約権者名義の振替口座簿の保有欄へ振替株式の

増加の記録の指図を行う。UBS東京を行使請求受付場所とした場合は、UBS東京と当社が合意

した手順によるものとする。ただし、新株予約権割当契約に別段の定めがある場合はその定

めに従う。 

24. 法令の改正に伴う取扱い 

    会社法、金融商品取引法その他の法令の新設又は改廃により、本新株予約権の発行要項にお

いて引用する各法令、条項又はその内容等に修正を加える必要が生じた場合には、当該新設又

は改正の趣旨を考慮の上、適宜合理的な範囲内で読み替えるものとする。 



25. その他本新株予約権の発行に関し必要な事項は代表執行役に一任する。 

 

 

 

第 80 回（2017 B-6）新株予約権 

37. 新株予約権の名称 

野村ホールディングス株式会社第 80回（2017 B-6）新株予約権 

38. 新株予約権の数 

2,021個 

業績向上を図り、株主との価値共有をすすめながら当社グループ全体の企業価値の向上を目指す意

欲を促すために、下記各項目に従い新株予約権を引き受ける者の募集を行う。現金報酬の一部に代え

て新株予約権を割り当てるものとし、割当対象者及び割り当てる新株予約権の数は次の表のとおりと

する。 

  

（割当対象者及び割当数） 

割当対象者 人数 計 

当社及び当社の子会社

の取締役、執行役及び

使用人等 

14 名 2,021個 

 

  なお、上記の個数は、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる

新株予約権の数が減少したときは、その割り当てる数をもって新株予約権の数とする。 

39. 新株予約権の目的である株式の数 

 本新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は当社普通

株式 100株とする。 

なお、付与株式数の調整については、下記①及び②の通り行うものとする。 

① 本新株予約権の割当日後、当社が普通株式の分割（当社普通株式に対する当社普通株式の無償

割当てを含む。以下同じ。）又は普通株式の株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち行使

されていないものについては、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、調

整の結果生じる 1株未満の端数は、これを切り捨てる。 

 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式の分割又は株式の併合の比率 

② 本新株予約権の割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う

場合、当社の発行済み普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由が発生した場合、その

他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、本新株予約権のうち行使さ

れていないものについては、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができ

るものとする。 



40. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

本新株予約権 1 個の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することによ

り交付（新株発行又は自己株式の移転をいう。以下同じ。）される株式 1株当たりの金銭の額（以

下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。 

行使価額は、1円とする。 

41. 新株予約権の行使期間 

 平成 35年 4月 20日から平成 40年 4月 19日までとする。 

42. 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金に関する事

項 

(7) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則

（平成 18年法務省令第 13号）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 1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

(8) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記（1）

記載の資本金等増加限度額から上記（1）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

43. 譲渡による新株予約権の取得の制限 

 譲渡による本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ものとす

る。 

44. 新株予約権の取得に関する事項 

(1) 取得事由 

  以下に掲げる事由のうちのいずれかが発生した場合、当社取締役会又は取締役会の決議による

委任を受けた執行役が別途定める日に、当社は本新株予約権を取得することができるものとする。 

① 当社普通株式の種類の変更又は当社普通株式を対象とする株式公開買付による、当社以

外の者に対する当社の発行済み普通株式の全部の譲渡又は譲渡の合意 

② 当社が消滅会社となる合併契約書又は当社が完全子会社となる株式交換契約書に対する

株主総会の承認（ただし、当該合併又は株式交換の直前における当社普通株式の保有者

が、存続会社又は完全親会社の議決権付株式の過半数を保有する場合を除く。） 

③ 当社が存続会社となる合併契約書又は当社が完全親会社となる株式交換契約書であっ

て、当社普通株式の種類の変更が行われるもの又は当該合併又は株式交換の直前におけ

る当社の発行済み普通株式（当該合併又は株式交換における消滅会社又は完全子会社が

保有するものを除く。）が合計で当該合併又は株式交換の直後における発行済み普通株

式の 50％未満となるものに対する株主総会の承認 

(2)  取得の対価 

 (ア)上記(1)の取得事由が発生した日までの 20取引日（当該取引日を含む。）の株式会社東京証

券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に、(イ)取得される本新株予約権の数

及び(ウ)付与株式数を乗じた額の金銭(終値の平均値の計算については、円未満小数第 2位まで算

出し、小数第 2位を四捨五入するものとする。) 



45. 本新株予約権の行使により生じる 1株に満たない端数の取り扱い 

 本新株予約権を行使した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。 

46. 本新株予約権の払込金額 

 本新株予約権については、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。 

47. 新株予約権の割当日 

 平成 29年 6月 9日 

48. 新株予約権の行使の条件 

1 個の新株予約権の一部の行使でないこと。 

16. 新株予約権の行使請求受付場所及び払込取扱場所 

(1) 行使請求受付場所 

当社本店、UBS銀行東京支店（又はその時々における UBS銀行東京支店の承継会社及びその営

業所。以下、「UBS東京」という。）又は当社が指定する行使請求受付場所 

 (2) 払込取扱場所 

三菱 UFJ信託銀行株式会社本店営業部（又はその時々における当該銀行の承継銀行の部店若

しくは当該部店の承継部店）、UBS東京又は当社が指定する払込取扱場所 

26. 新株予約権行使請求及び払込の方法 

(10) 本新株予約権を行使請求する場合には、当社が定める様式に必要事項を記入し、これを本要

項第 13 項(1)に定める行使請求受付場所に提出するものとする。なお、行使請求受付場所で

の行使の受付は当社の営業日（基準日（当社の定款において定める株主総会の議決権の基準

日及び剰余金の配当を予定する基準日をいう。以下同じ。）及び基準日直前の 3 営業日を除

く。）に限るものとする。 

(11) 本新株予約権を行使請求する場合には、前(1)の当社が定める行使請求の様式の提出ととも

に、行使する新株予約権の個数に付与株式数及び行使価額を乗じた金額を、現金にて本要項

第 13 項(2)に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込

むものとする。 

(12) 前(1)及び(2)の規定にかかわらず、日本非居住者が本新株予約権を行使請求する場合の手続

きについては、UBS東京と当社が合意したところによるものとする。 

27. 新株予約権行使請求の効力発生時期 

(1) 本新株予約権行使請求の効力は次に掲げるものいずれもが、払込取扱場所に到着したとき

に生じるものとする。 

①第 14項(1)及び(3)に定める新株予約権行使請求 

②第 14項(2) 及び(3)に定める払込金 

(2) 当社は、行使請求の効力発生日後遅滞なく、当該行使請求により交付すべき株式につき、

当社の指定する口座管理機関における新株予約権者名義の振替口座簿の保有欄へ振替株式の

増加の記録の指図を行う。UBS東京を行使請求受付場所とした場合は、UBS東京と当社が合意



した手順によるものとする。ただし、新株予約権割当契約に別段の定めがある場合はその定

めに従う。 

28. 法令の改正に伴う取扱い 

    会社法、金融商品取引法その他の法令の新設又は改廃により、本新株予約権の発行要項にお

いて引用する各法令、条項又はその内容等に修正を加える必要が生じた場合には、当該新設又

は改正の趣旨を考慮の上、適宜合理的な範囲内で読み替えるものとする。 

29. その他本新株予約権の発行に関し必要な事項は代表執行役に一任する。 

 

 

 

第 81 回（2017 B-7）新株予約権 

49. 新株予約権の名称 

野村ホールディングス株式会社第 81回（2017 B-7）新株予約権 

50. 新株予約権の数 

2,021個 

業績向上を図り、株主との価値共有をすすめながら当社グループ全体の企業価値の向上を目指す意

欲を促すために、下記各項目に従い新株予約権を引き受ける者の募集を行う。現金報酬の一部に代え

て新株予約権を割り当てるものとし、割当対象者及び割り当てる新株予約権の数は次の表のとおりと

する。 

  

（割当対象者及び割当数） 

割当対象者 人数 計 

当社及び当社の子会社

の取締役、執行役及び

使用人等 

14 名 2,021個 

 

  なお、上記の個数は、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる

新株予約権の数が減少したときは、その割り当てる数をもって新株予約権の数とする。 

51. 新株予約権の目的である株式の数 

 本新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は当社普通

株式 100株とする。 

なお、付与株式数の調整については、下記①及び②の通り行うものとする。 

① 本新株予約権の割当日後、当社が普通株式の分割（当社普通株式に対する当社普通株式の無償

割当てを含む。以下同じ。）又は普通株式の株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち行使

されていないものについては、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、調

整の結果生じる 1株未満の端数は、これを切り捨てる。 



 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式の分割又は株式の併合の比率 

② 本新株予約権の割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う

場合、当社の発行済み普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由が発生した場合、その

他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、本新株予約権のうち行使さ

れていないものについては、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができ

るものとする。 

52. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

本新株予約権 1 個の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することによ

り交付（新株発行又は自己株式の移転をいう。以下同じ。）される株式 1株当たりの金銭の額（以

下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。 

行使価額は、1円とする。 

53. 新株予約権の行使期間 

 平成 36年 4月 20日から平成 41年 4月 19日までとする。 

54. 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金に関する事

項 

(9) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則

（平成 18年法務省令第 13号）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 1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

(10) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記（1）

記載の資本金等増加限度額から上記（1）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

55. 譲渡による新株予約権の取得の制限 

 譲渡による本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ものとす

る。 

56. 新株予約権の取得に関する事項 

(1) 取得事由 

  以下に掲げる事由のうちのいずれかが発生した場合、当社取締役会又は取締役会の決議による

委任を受けた執行役が別途定める日に、当社は本新株予約権を取得することができるものとする。 

① 当社普通株式の種類の変更又は当社普通株式を対象とする株式公開買付による、当社以

外の者に対する当社の発行済み普通株式の全部の譲渡又は譲渡の合意 

② 当社が消滅会社となる合併契約書又は当社が完全子会社となる株式交換契約書に対する

株主総会の承認（ただし、当該合併又は株式交換の直前における当社普通株式の保有者

が、存続会社又は完全親会社の議決権付株式の過半数を保有する場合を除く。） 

③ 当社が存続会社となる合併契約書又は当社が完全親会社となる株式交換契約書であっ

て、当社普通株式の種類の変更が行われるもの又は当該合併又は株式交換の直前におけ

る当社の発行済み普通株式（当該合併又は株式交換における消滅会社又は完全子会社が



保有するものを除く。）が合計で当該合併又は株式交換の直後における発行済み普通株

式の 50％未満となるものに対する株主総会の承認 

(2)  取得の対価 

 (ア)上記(1)の取得事由が発生した日までの 20取引日（当該取引日を含む。）の株式会社東京証

券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に、(イ)取得される本新株予約権の数

及び(ウ)付与株式数を乗じた額の金銭(終値の平均値の計算については、円未満小数第 2位まで算

出し、小数第 2位を四捨五入するものとする。) 

57. 本新株予約権の行使により生じる 1株に満たない端数の取り扱い 

 本新株予約権を行使した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。 

58. 本新株予約権の払込金額 

 本新株予約権については、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。 

59. 新株予約権の割当日 

 平成 29年 6月 9日 

60. 新株予約権の行使の条件 

1 個の新株予約権の一部の行使でないこと。 

17. 新株予約権の行使請求受付場所及び払込取扱場所 

(1) 行使請求受付場所 

当社本店、UBS銀行東京支店（又はその時々における UBS銀行東京支店の承継会社及びその営

業所。以下、「UBS東京」という。）又は当社が指定する行使請求受付場所 

 (2) 払込取扱場所 

三菱 UFJ信託銀行株式会社本店営業部（又はその時々における当該銀行の承継銀行の部店若

しくは当該部店の承継部店）、UBS東京又は当社が指定する払込取扱場所 

30. 新株予約権行使請求及び払込の方法 

(13) 本新株予約権を行使請求する場合には、当社が定める様式に必要事項を記入し、これを本要

項第 13 項(1)に定める行使請求受付場所に提出するものとする。なお、行使請求受付場所で

の行使の受付は当社の営業日（基準日（当社の定款において定める株主総会の議決権の基準

日及び剰余金の配当を予定する基準日をいう。以下同じ。）及び基準日直前の 3 営業日を除

く。）に限るものとする。 

(14) 本新株予約権を行使請求する場合には、前(1)の当社が定める行使請求の様式の提出ととも

に、行使する新株予約権の個数に付与株式数及び行使価額を乗じた金額を、現金にて本要項

第 13 項(2)に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込

むものとする。 

(15) 前(1)及び(2)の規定にかかわらず、日本非居住者が本新株予約権を行使請求する場合の手続

きについては、UBS東京と当社が合意したところによるものとする。 



31. 新株予約権行使請求の効力発生時期 

(1) 本新株予約権行使請求の効力は次に掲げるものいずれもが、払込取扱場所に到着したとき

に生じるものとする。 

①第 14項(1)及び(3)に定める新株予約権行使請求 

②第 14項(2) 及び(3)に定める払込金 

(2) 当社は、行使請求の効力発生日後遅滞なく、当該行使請求により交付すべき株式につき、

当社の指定する口座管理機関における新株予約権者名義の振替口座簿の保有欄へ振替株式の

増加の記録の指図を行う。UBS東京を行使請求受付場所とした場合は、UBS東京と当社が合意

した手順によるものとする。ただし、新株予約権割当契約に別段の定めがある場合はその定

めに従う。 

32. 法令の改正に伴う取扱い 

    会社法、金融商品取引法その他の法令の新設又は改廃により、本新株予約権の発行要項にお

いて引用する各法令、条項又はその内容等に修正を加える必要が生じた場合には、当該新設又

は改正の趣旨を考慮の上、適宜合理的な範囲内で読み替えるものとする。 

33. その他本新株予約権の発行に関し必要な事項は代表執行役に一任する。 

 

 

第 82 回（2017 B-8）新株予約権 

1. 新株予約権の名称 

野村ホールディングス株式会社第 82回（2017 B-8）新株予約権 

2. 新株予約権の数 

11,927個 

業績向上を図り、株主との価値共有をすすめながら当社グループ全体の企業価値の向上を目指す意

欲を促すために、下記各項目に従い新株予約権を引き受ける者の募集を行う。現金報酬の一部に代え

て新株予約権を割り当てるものとし、割当対象者及び割り当てる新株予約権の数は次の表のとおりと

する。 

  

（割当対象者及び割当数） 

割当対象者 人数 計 

当社使用人ならびに当

社の子会社の取締役、

執行役及び使用人等 

32 名 11,927個 

 

  なお、上記の個数は、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる

新株予約権の数が減少したときは、その割り当てる数をもって新株予約権の数とする。 

3. 新株予約権の目的である株式の数 



 本新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は当社普通

株式 100株とする。 

なお、付与株式数の調整については、下記①及び②の通り行うものとする。 

① 本新株予約権の割当日後、当社が普通株式の分割（当社普通株式に対する当社普通株式の無償

割当てを含む。以下同じ。）又は普通株式の株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち行使

されていないものについては、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、調

整の結果生じる 1株未満の端数は、これを切り捨てる。 

 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式の分割又は株式の併合の比率 

 

② 本新株予約権の割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う

場合、当社の発行済み普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由が発生した場合、その

他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、本新株予約権のうち行使さ

れていないものについては、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができ

るものとする。 

4. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

本新株予約権 1 個の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することによ

り交付（新株発行又は自己株式の移転をいう。以下同じ。）される株式 1株当たりの金銭の額（以

下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。 

行使価額は、1円とする。 

5. 新株予約権の行使期間 

 平成 29年 10月 30日から平成 34年 10月 29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いて増加する資本金及び資本準備金に関する事

項 

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則

（平成 18年法務省令第 13号）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 1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記（1）

記載の資本金等増加限度額から上記（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 

 譲渡による本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ものとす

る。 

8. 新株予約権の取得に関する事項 

(1) 取得事由 

  以下に掲げる事由のうちのいずれかが発生した場合、当社取締役会又は取締役会の決議による

委任を受けた執行役が別途定める日に、当社は本新株予約権を取得することができるものとする。 



① 当社普通株式の種類の変更又は当社普通株式を対象とする株式公開買付による、当社以

外の者に対する当社の発行済み普通株式の全部の譲渡又は譲渡の合意 

② 当社が消滅会社となる合併契約書又は当社が完全子会社となる株式交換契約書に対する

株主総会の承認（ただし、当該合併又は株式交換の直前における当社普通株式の保有者

が、存続会社又は完全親会社の議決権付株式の過半数を保有する場合を除く。） 

③ 当社が存続会社となる合併契約書又は当社が完全親会社となる株式交換契約書であっ

て、当社普通株式の種類の変更が行われるもの又は当該合併又は株式交換の直前におけ

る当社の発行済み普通株式（当該合併又は株式交換における消滅会社又は完全子会社が

保有するものを除く。）が合計で当該合併又は株式交換の直後における発行済み普通株

式の 50％未満となるものに対する株主総会の承認 

(2)  取得の対価 

 (ア)上記(1)の取得事由が発生した日までの 20取引日（当該取引日を含む。）の株式会社東京証

券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に、(イ)取得される本新株予約権の数

及び(ウ)付与株式数を乗じた額の金銭(終値の平均値の計算については、円未満小数第 2位まで算

出し、小数第 2位を四捨五入するものとする。) 

9. 本新株予約権の行使により生じる 1株に満たない端数の取り扱い 

 本新株予約権を行使した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。 

10. 本新株予約権の払込金額 

 本新株予約権については、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。 

11. 新株予約権の割当日 

 平成 29年 6月 9日 

12. 新株予約権の行使の条件 

1 個の新株予約権の一部の行使でないこと。 

13. 新株予約権の行使請求受付場所及び払込取扱場所 

(1) 行使請求受付場所 

当社本店、UBS銀行東京支店（又はその時々における UBS銀行東京支店の承継会社及びその営

業所。以下、「UBS東京」という。）又は当社が指定する行使請求受付場所 

 (2) 払込取扱場所 

三菱 UFJ信託銀行株式会社本店営業部（又はその時々における当該銀行の承継銀行の部店若

しくは当該部店の承継部店）、UBS東京又は当社が指定する払込取扱場所 

14. 新株予約権行使請求及び払込の方法 

(1) 本新株予約権を行使請求する場合には、当社が定める様式に必要事項を記入し、これを本要

項第 13項(1)に定める行使請求受付場所に提出するものとする。なお、行使請求受付場所で

の行使の受付は当社の営業日（基準日（当社の定款において定める株主総会の議決権の基準



日及び剰余金の配当を予定する基準日をいう。以下同じ。）及び基準日直前の 3営業日を除

く。）に限るものとする。 

(2) 本新株予約権を行使請求する場合には、前(1)の当社が定める行使請求の様式の提出ととも

に、行使する新株予約権の個数に付与株式数及び行使価額を乗じた金額を、現金にて本要項

第 13項(2)に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込

むものとする。 

(3) 前(1)及び(2)の規定にかかわらず、日本非居住者が本新株予約権を行使請求する場合の手続

きについては、UBS東京と当社が合意したところによるものとする。 

15. 新株予約権行使請求の効力発生時期 

(1) 本新株予約権行使請求の効力は次に掲げるものいずれもが、払込取扱場所に到着したとき

に生じるものとする。 

①第 14項(1)及び(3)に定める新株予約権行使請求 

②第 14項(2) 及び(3)に定める払込金 

(2) 当社は、行使請求の効力発生日後遅滞なく、当該行使請求により交付すべき株式につき、

当社の指定する口座管理機関における新株予約権者名義の振替口座簿の保有欄へ振替株式の

増加の記録の指図を行う。UBS東京を行使請求受付場所とした場合は、UBS東京と当社が合意

した手順によるものとする。ただし、新株予約権割当契約に別段の定めがある場合はその定

めに従う。 

16. 法令の改正に伴う取扱い 

    会社法、金融商品取引法その他の法令の新設又は改廃により、本新株予約権の発行要項にお

いて引用する各法令、条項又はその内容等に修正を加える必要が生じた場合には、当該新設又

は改正の趣旨を考慮の上、適宜合理的な範囲内で読み替えるものとする。 

17. その他本新株予約権の発行に関し必要な事項は代表執行役に一任する。 

 

 

 

 

第 83 回（2017 B-9）新株予約権 

1. 新株予約権の名称 

野村ホールディングス株式会社第 83回（2017 B-9）新株予約権 



2. 新株予約権の数 

1,595個 

業績向上を図り、株主との価値共有をすすめながら当社グループ全体の企業価値の向上を目指す意欲

を促すために、下記各項目に従い新株予約権を引き受ける者の募集を行う。現金報酬の一部に代えて新

株予約権を割り当てるものとし、割当対象者及び割り当てる新株予約権の数は次の表のとおりとする。 

  

（割当対象者及び割当数） 

割当対象者 人数 計 

当社使用人ならびに当

社の子会社の取締役、

執行役及び使用人等 

4 名 1,595個 

 

  なお、上記の個数は、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新

株予約権の数が減少したときは、その割り当てる数をもって新株予約権の数とする。 

3. 新株予約権の目的である株式の数 

 本新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は当社普通株

式 100株とする。 

なお、付与株式数の調整については、下記①及び②の通り行うものとする。 

① 本新株予約権の割当日後、当社が普通株式の分割（当社普通株式に対する当社普通株式の無償割

当てを含む。以下同じ。）又は普通株式の株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち行使され

ていないものについては、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、調整の結

果生じる 1株未満の端数は、これを切り捨てる。 

 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式の分割又は株式の併合の比率 

 

② 本新株予約権の割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場

合、当社の発行済み普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由が発生した場合、その他こ

れらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、本新株予約権のうち行使されてい

ないものについては、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものと

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又はその算定方法 

本新株予約権 1 個の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより

交付（新株発行又は自己株式の移転をいう。以下同じ。）される株式 1株当たりの金銭の額（以下、

「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。 

行使価額は、1円とする。 

5. 新株予約権の行使期間 

 平成 30年 4月 30日から平成 35年 4月 29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いて増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則

（平成 18 年法務省令第 13 号）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 1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記（1）

記載の資本金等増加限度額から上記（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 

 譲渡による本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ものとする。 

8. 新株予約権の取得に関する事項 

(1) 取得事由 

  以下に掲げる事由のうちのいずれかが発生した場合、当社取締役会又は取締役会の決議による委

任を受けた執行役が別途定める日に、当社は本新株予約権を取得することができるものとする。 

① 当社普通株式の種類の変更又は当社普通株式を対象とする株式公開買付による、当社以外

の者に対する当社の発行済み普通株式の全部の譲渡又は譲渡の合意 

② 当社が消滅会社となる合併契約書又は当社が完全子会社となる株式交換契約書に対する株

主総会の承認（ただし、当該合併又は株式交換の直前における当社普通株式の保有者が、

存続会社又は完全親会社の議決権付株式の過半数を保有する場合を除く。） 

③ 当社が存続会社となる合併契約書又は当社が完全親会社となる株式交換契約書であって、

当社普通株式の種類の変更が行われるもの又は当該合併又は株式交換の直前における当社

の発行済み普通株式（当該合併又は株式交換における消滅会社又は完全子会社が保有する

ものを除く。）が合計で当該合併又は株式交換の直後における発行済み普通株式の 50％未

満となるものに対する株主総会の承認 

(2)  取得の対価 

 (ア)上記(1)の取得事由が発生した日までの 20取引日（当該取引日を含む。）の株式会社東京証券

取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に、(イ)取得される本新株予約権の数及び

(ウ)付与株式数を乗じた額の金銭(終値の平均値の計算については、円未満小数第 2位まで算出し、

小数第 2位を四捨五入するものとする。)  

9. 本新株予約権の行使により生じる 1株に満たない端数の取り扱い 

 本新株予約権を行使した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。 

10. 本新株予約権の払込金額 

 本新株予約権については、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。 

11. 新株予約権の割当日 

 平成 29年 6月 9日 

12. 新株予約権の行使の条件 



1 個の新株予約権の一部の行使でないこと。 

13. 新株予約権の行使請求受付場所及び払込取扱場所 

(1) 行使請求受付場所 

当社本店、UBS銀行東京支店（又はその時々における UBS銀行東京支店の承継会社及びその営業

所。以下、「UBS東京」という。）又は当社が指定する行使請求受付場所 

 (2) 払込取扱場所 

三菱 UFJ信託銀行株式会社本店営業部（又はその時々における当該銀行の承継銀行の部店若し

くは当該部店の承継部店）、UBS東京又は当社が指定する払込取扱場所 

14. 新株予約権行使請求及び払込の方法 

(1) 本新株予約権を行使請求する場合には、当社が定める様式に必要事項を記入し、これを本要項

第 13項(1)に定める行使請求受付場所に提出するものとする。なお、行使請求受付場所での行

使の受付は当社の営業日（基準日（当社の定款において定める株主総会の議決権の基準日及び

剰余金の配当を予定する基準日をいう。以下同じ。）及び基準日直前の 3営業日を除く。）に

限るものとする。 

(2) 本新株予約権を行使請求する場合には、前(1)の当社が定める行使請求の様式の提出とともに、

行使する新株予約権の個数に付与株式数及び行使価額を乗じた金額を、現金にて本要項第 13

項(2)に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むもの

とする。 

(3) 前(1)及び(2)の規定にかかわらず、日本非居住者が本新株予約権を行使請求する場合の手続き

については、UBS東京と当社が合意したところによるものとする。 

15. 新株予約権行使請求の効力発生時期 

(1) 本新株予約権行使請求の効力は次に掲げるものいずれもが、払込取扱場所に到着したときに

生じるものとする。 

①第 14項(1)及び(3)に定める新株予約権行使請求 

②第 14項(2) 及び(3)に定める払込金 

(2) 当社は、行使請求の効力発生日後遅滞なく、当該行使請求により交付すべき株式につき、当

社の指定する口座管理機関における新株予約権者名義の振替口座簿の保有欄へ振替株式の増加

の記録の指図を行う。UBS東京を行使請求受付場所とした場合は、UBS東京と当社が合意した手

順によるものとする。ただし、新株予約権割当契約に別段の定めがある場合はその定めに従う。 

16. 法令の改正に伴う取扱い 

    会社法、金融商品取引法その他の法令の新設又は改廃により、本新株予約権の発行要項におい

て引用する各法令、条項又はその内容等に修正を加える必要が生じた場合には、当該新設又は改

正の趣旨を考慮の上、適宜合理的な範囲内で読み替えるものとする。 

17. その他本新株予約権の発行に関し必要な事項は代表執行役に一任する。 

 

以上 


