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主要株主の異動に関するお知らせ 

平成29年11月13日に「自己株式立会外買付取引（Ｎ－ＮＥＴ３）による自己株式の取得結果」でお知

らせしましたとおり、当社が行いました自己株式の買付に伴い、以下のとおり当社の主要株主に異動が

ありましたので、お知らせいたします。 

記 

１．異動が生じた経緯 

平成29年11月20日付で、以下の株主及びその共同保有者の連名により、大量保有報告書（変更報

告書）が関東財務局に提出され、主要株主の異動を確認いたしました。 

なお、当該異動については、当社として当該株主名義の実質所有株式数を確認ができたものでは

ありません。 

２．異動した株主の概要 

主要株主に該当しなくなる株主の名称等 

（１）名  称 オー・シー・エム・アジア・プリンシパル・オポチュニティー

ズ・ファンド・エルピー（OCM Asia Principal Opportunities 

Fund, L.P.） 

（２）本 店 所 在 地  ケイマン諸島 KY1-9008 グランド・ケイマン ジョージタウン 

ホスピタル・ロード 27 ケイマン・コーポレート・センター ウ

ォーカーズ・コーポレート・リミテッド 気付（c/o Walkers 

Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital 

Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands）

（３）代 表 者 の 氏 名 ジェイミー・トゥースマン（Jamie Toothman） 

リチャード・ティング（Richard Ting） 

（４）代 表 者 の 役 職 ジェネラル・パートナーのジェネラル・パートナーのディレク

ターである Oaktree Capital Management, L.P.のリーガルヴァ

イスプレジデント（Vice President, Legal of Oaktree Capital 

Management, L.P. as the director of the general partner of 

the general partner）（Jamie Toothman） 

ジェネラル・パートナーのジェネラル・パートナーのディレク



ターである Oaktree Capital Management, L.P.のマネージング

ディレクター兼アソシエイトジェネラルカウンセル（Managing 

Director and Associate General Counsel of Oaktree Capital 

Management, L.P. as the director of the general partner of 

the general partner）（Richard Ting） 

（５）主 な 事 業 内 容 純投資 

なお、提出された大量保有報告書（変更報告書）においては、以下の株主が共同保有者とされてお

ります。 

（１）名  称 オー・シー・エム・オポチュニティーズ・ファンド・ファイブ・

エルピー（OCM Opportunities Fund V, L.P.） 

（２）本 店 所 在 地  アメリカ合衆国 19808 デラウェア州 ウィルミントン スィー

ト 400 センターヴィルロード 2711（2711 Centerville Road, 

Suit 400, Wilmington, Delaware 19808, USA） 

（３）代 表 者 の 氏 名 マーチン・ボスコビッチ（Martin Boskovich） 

ジョーダン・マイクス（Jordan Mikes） 

（４）代 表 者 の 役 職 ジェネラル・パートナーのジェネラル・パートナーである

Oaktree Fund GP I, L.P.の署名権者（Authorized Signatory of 

Oaktree Fund GP I, L.P. as the general partner of the general 

partner）（Martin Boskovich） 

ジェネラル・パートナーのジェネラル・パートナーである

Oaktree Fund GP I, L.P.の署名権者（Authorized Signatory of 

Oaktree Fund GP I, L.P. as the general partner of the general 

partner）（Jordan Mikes） 

（５）主 な 事 業 内 容 純投資 

（１）名  称 オークツリー・ジャパン・オポチュニティーズ・バリュー・フ

ァンド・エルピー（Oaktree Japan Opportunities Value Fund, 

L.P.） 

（２）本 店 所 在 地  アメリカ合衆国 19808 デラウェア州 ウィルミントン リト

ル・フォールズ・ドライブ 251（251 Little Falls Drive, 

Wilmington, Delaware 19808, USA） 

（３）代 表 者 の 氏 名 ジェフリー・ジョセフ（Jeffrey Joseph） 

リチャード・ティング（Richard Ting） 

（４）代 表 者 の 役 職 ジェネラル・パートナーのジェネラル・パートナーのマネージ

ング・メンバーである Oaktree Fund GP I, L.P.の署名権者

（Authorized Signatory of Oaktree Fund GP I, L.P. as the 

managing member of the general partner of the general 

partner）（Jeffrey Joseph） 

ジェネラル・パートナーのジェネラル・パートナーのマネージ



ング・メンバーである Oaktree Fund GP I, L.P.の署名権者

（Authorized Signatory of Oaktree Fund GP I, L.P. as the 

managing member of the general partner of the general 

partner）（Richard Ting） 

（５）主 な 事 業 内 容 純投資 

３．異動前後における当該株主の所有する議決権の数および総株主等の議決権の数に対する割合 

 議決権の数 

（所有株式数） 

総株主等の議決権に 

対する割合 

異動前 

（平成29年９月30日現在） 

26,986個 

（2,698,632株） 
23.34％ 

異動後 

（平成29年11月13日現在） 

242個 

（24,232株） 
0.21％ 

（注）１．上記表は、オー・シー・エム・アジア・プリンシパル・オポチュニティーズ・ファンド・エ

ルピー（OCM Asia Principal Opportunities Fund, L.P.）の保有とされている株式数（異

動前においては1,541,700株、異動後においては13,900株）にオー・シー・エム・オポチュ

ニティーズ・ファンド・ファイブ・エルピー（OCM Opportunities Fund V, L.P.）の保有と

される株式数（異動前においては717,900株、異動後においては6,400株）及びオークツリー・

ジャパン・オポチュニティーズ・バリュー・ファンド・エルピー（Oaktree Japan Opportunities 

Value Fund, L.P.）の保有とされる株式数（異動前においては439,032株、異動後において

は3,932株）を合計した所有株式数およびその議決権の数の合計ならびに総株主等の議決権

に対する割合を記載したものです。 

２．議決権の数は、平成29年11月20日付で当該株主より提出された大量保有報告書（変更報告 

  書）及び平成29年９月30日現在の株主名簿に記載された所有株式数に基づいております。 

３．総株主等の議決権に対する割合は、平成29年９月30日現在の総株主等の議決権の数115,602

個を基に算出しており、小数点以下第３位を四捨五入して表示しております。 

４．上記については、当該株主より提出された大量保有報告書（変更報告書）に基づき記載して 

おり、大株主順位は確認できておりませんので記載しておりません。 

４．今後の見通し 

本件は、大量保有報告書（変更報告書）に基づくものであり、今後の見通しについて特に記載する 

事項はありません。 

以 上 


