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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 （株）USEN

証券コード 4842

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京

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（株式会社）

氏名又は名称 ゴールドマン・サックス証券株式会社

住所又は本店所在地 東京都港区六本木六丁目10-1　六本木ヒルズ森タワー

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17年9月16日

代表者氏名 持田　昌典

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
ゴールドマン・サックス証券株式会社

レギュラトリー　オペレーションズ部　谷澤　史恵

電話番号 03 (6437) 8321

（２）【保有目的】

有価証券関連業務の一部としてのトレーディング・有価証券の借入等

（３）【重要提案行為等】

該当なし
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（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） 161,500

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（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） O 161,500 P 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

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 161,500

保有潜在株券等の数

（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29年3月28日現在）
V 207,148,891

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.08

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0

（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 (短期大量譲渡に該当する場合)】

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
譲渡の相手方 単価

平成29年1月30日 普通株 74,400 0.04 市場外 取得 (貸借)

平成29年1月30日 普通株 74,400 0.04 市場外 処分 (貸借)

平成29年1月31日 普通株 3,300 0.00 市場外 取得 (貸借)

平成29年1月31日 普通株 3,300 0.00 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月1日 普通株 17,500 0.01 市場外 取得 (貸借)
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平成29年2月1日 普通株 17,500 0.01 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月2日 普通株 14,914 0.01 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月2日 普通株 14,914 0.01 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月3日 普通株 18,440 0.01 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月3日 普通株 18,440 0.01 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月6日 普通株 6,700 0.00 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月6日 普通株 6,700 0.00 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月7日 普通株 17,360 0.01 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月7日 普通株 17,360 0.01 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月8日 普通株 22,600 0.01 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月8日 普通株 22,600 0.01 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月9日 普通株 20,000 0.01 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月9日 普通株 20,000 0.01 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月10日 普通株 20,040 0.01 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月10日 普通株 20,040 0.01 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月13日 普通株 27,060 0.01 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月13日 普通株 27,060 0.01 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月14日 普通株 34,200 0.02 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月14日 普通株 34,200 0.02 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月15日 普通株 9,514 0.00 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月15日 普通株 9,514 0.00 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月16日 普通株 14,600 0.01 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月16日 普通株 14,600 0.01 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月17日 普通株 18,100 0.01 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月17日 普通株 18,100 0.01 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月20日 普通株 20,000 0.01 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月20日 普通株 20,000 0.01 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月21日 普通株 70,754 0.03 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月21日 普通株 70,754 0.03 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月22日 普通株 106,960 0.05 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月22日 普通株 106,960 0.05 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月23日 普通株 66,000 0.03 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月23日 普通株 66,000 0.03 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月24日 普通株 63,140 0.03 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月24日 普通株 63,140 0.03 市場外 処分 (貸借)
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平成29年2月27日 普通株 10,000 0.00 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月27日 普通株 10,000 0.00 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月28日 普通株 900 0.00 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月28日 普通株 900 0.00 市場外 処分 (貸借)

平成29年3月1日 普通株 2,800 0.00 市場外 取得 (貸借)

平成29年3月1日 普通株 2,800 0.00 市場外 処分 (貸借)

平成29年3月2日 普通株 2,400 0.00 市場外 取得 (貸借)

平成29年3月2日 普通株 2,400 0.00 市場外 処分 (貸借)

平成29年3月3日 普通株 400 0.00 市場外 取得 (貸借)

平成29年3月3日 普通株 200 0.00 市場外 処分 (貸借)

平成29年3月6日 普通株 200 0.00 市場外 取得 (貸借)

平成29年3月6日 普通株 400 0.00 市場外 処分 (貸借)

平成29年3月7日 普通株 1,800 0.00 市場外 取得 (貸借)

平成29年3月7日 普通株 1,800 0.00 市場外 処分 (貸借)

平成29年3月8日 普通株 59,700 0.03 市場外 取得 (貸借)

平成29年3月8日 普通株 59,700 0.03 市場外 処分 (貸借)

平成29年3月9日 普通株 23,925 0.01 市場外 取得 (貸借)

平成29年3月9日 普通株 23,925 0.01 市場外 処分 (貸借)

平成29年3月13日 普通株 3,400 0.00 市場外 処分 (貸借)

平成29年3月14日 普通株 1,500 0.00 市場外 取得 (貸借)

平成29年3月15日 普通株 1,900 0.00 市場外 取得 (貸借)

平成29年3月16日 普通株 3,200 0.00 市場外 取得 (貸借)

平成29年3月16日 普通株 3,200 0.00 市場外 処分 (貸借)

平成29年3月23日 普通株 73,900 0.04 市場外 取得 (貸借)

平成29年3月23日 普通株 73,900 0.04 市場外 処分 (貸借)

平成29年3月24日 普通株 7,000 0.00 市場外 取得 (貸借)

平成29年3月24日 普通株 7,000 0.00 市場外 処分 (貸借)

平成29年3月27日 普通株 10,599 0.01 市場外 取得 (貸借)

平成29年3月27日 普通株 10,599 0.01 市場外 処分 (貸借)

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券の消費貸借により機関投資家から161,500株の借入

（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）
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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）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

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（外国法人）

氏名又は名称
ゴールドマン・サックス・インターナショナル（Goldman Sachs

International）

住所又は本店所在地 Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB UK

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 昭和63年6月2日

代表者氏名 Richard Gnodde

代表者役職 Chief Executive Officer

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
ゴールドマン・サックス証券株式会社

レギュラトリー　オペレーションズ部　谷澤　史恵

電話番号 03 (6437) 8321

（２）【保有目的】

有価証券関連業務の一部としてのトレーディング・有価証券の借入等
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（３）【重要提案行為等】

該当なし

（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） 218,796

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（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） O 218,796 P 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

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 218,796

保有潜在株券等の数

（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29年3月28日現在）
V 207,148,891

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.11

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.14

（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 (短期大量譲渡に該当する場合)】

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
譲渡の相手方 単価

平成29年1月30日 普通株 4,600 0.00 市場内 処分

平成29年1月30日 普通株 74,180 0.04 市場外 取得 (貸借)
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平成29年1月30日 普通株 43,780 0.02 市場外 処分 (貸借)

平成29年1月30日 普通株 600 0.00 市場外 処分 (返還)

平成29年1月31日 普通株 5,400 0.00 市場内 処分

平成29年1月31日 普通株 3,380 0.00 市場外 取得 (貸借)

平成29年1月31日 普通株 80 0.00 市場外 処分 (貸借)

平成29年1月31日 普通株 5,300 0.00 市場外 取得 (寄託)

平成29年1月31日 普通株 5,300 0.00 市場外 処分 (返還)

平成29年2月1日 普通株 17,580 0.01 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月1日 普通株 10,480 0.01 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月1日 普通株 3,900 0.00 市場外 取得 (寄託)

平成29年2月1日 普通株 3,900 0.00 市場外 処分 (返還)

平成29年2月2日 普通株 400 0.00 市場内 取得

平成29年2月2日 普通株 15,074 0.01 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月2日 普通株 15,074 0.01 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月2日 普通株 700 0.00 市場外 取得 (寄託)

平成29年2月3日 普通株 7,200 0.00 市場内 取得

平成29年2月3日 普通株 18,480 0.01 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月3日 普通株 18,480 0.01 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月3日 普通株 1,100 0.00 市場外 取得 (寄託)

平成29年2月3日 普通株 400 0.00 市場外 処分 (返還)

平成29年2月6日 普通株 3,600 0.00 市場内 取得

平成29年2月6日 普通株 6,780 0.00 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月6日 普通株 6,780 0.00 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月6日 普通株 500 0.00 市場外 取得 (寄託)

平成29年2月7日 普通株 300 0.00 市場内 取得

平成29年2月7日 普通株 17,400 0.01 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月7日 普通株 17,400 0.01 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月7日 普通株 600 0.00 市場外 取得 (寄託)

平成29年2月8日 普通株 900 0.00 市場内 取得

平成29年2月8日 普通株 22,600 0.01 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月8日 普通株 22,600 0.01 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月8日 普通株 3,100 0.00 市場外 取得 (寄託)

平成29年2月8日 普通株 2,900 0.00 市場外 処分 (返還)

平成29年2月9日 普通株 100 0.00 市場外 処分 385

平成29年2月9日 普通株 20,000 0.01 市場外 取得 (貸借)
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平成29年2月9日 普通株 20,000 0.01 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月9日 普通株 1,000 0.00 市場外 取得 (寄託)

平成29年2月9日 普通株 2,800 0.00 市場外 処分 (返還)

平成29年2月10日 普通株 300 0.00 市場内 取得

平成29年2月10日 普通株 20,080 0.01 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月10日 普通株 20,080 0.01 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月10日 普通株 39,100 0.02 市場外 取得 (寄託)

平成29年2月10日 普通株 39,100 0.02 市場外 処分 (返還)

平成29年2月13日 普通株 26,100 0.01 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月13日 普通株 27,100 0.01 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月13日 普通株 27,500 0.01 市場外 取得 (寄託)

平成29年2月13日 普通株 28,300 0.01 市場外 処分 (返還)

平成29年2月14日 普通株 34,200 0.02 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月14日 普通株 34,200 0.02 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月14日 普通株 23,500 0.01 市場外 取得 (寄託)

平成29年2月14日 普通株 23,700 0.01 市場外 処分 (返還)

平成29年2月15日 普通株 9,594 0.00 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月15日 普通株 9,594 0.00 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月16日 普通株 14,600 0.01 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月16日 普通株 14,600 0.01 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月16日 普通株 400 0.00 市場外 取得 (寄託)

平成29年2月16日 普通株 9,200 0.00 市場外 処分 (返還)

平成29年2月17日 普通株 43,400 0.02 市場内 取得

平成29年2月17日 普通株 120 0.00 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月17日 普通株 18,220 0.01 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月17日 普通株 2,538,600 1.23 市場外 取得 (寄託)

平成29年2月17日 普通株 1,999,700 0.97 市場外 処分 (返還)

平成29年2月20日 普通株 40 0.00 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月20日 普通株 20,040 0.01 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月20日 普通株 950,400 0.46 市場外 取得 (寄託)

平成29年2月20日 普通株 1,521,300 0.73 市場外 処分 (返還)

平成29年2月21日 普通株 47,654 0.02 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月21日 普通株 87,654 0.04 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月21日 普通株 50,100 0.02 市場外 取得 (寄託)

平成29年2月21日 普通株 67,000 0.03 市場外 処分 (返還)
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平成29年2月22日 普通株 83,320 0.04 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月22日 普通株 123,820 0.06 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月22日 普通株 44,700 0.02 市場外 取得 (寄託)

平成29年2月22日 普通株 44,700 0.02 市場外 処分 (返還)

平成29年2月23日 普通株 100 0.00 市場外 取得 462

平成29年2月23日 普通株 100 0.00 市場内 処分

平成29年2月23日 普通株 60,180 0.03 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月23日 普通株 66,080 0.03 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月23日 普通株 6,000 0.00 市場外 取得 (寄託)

平成29年2月23日 普通株 64,100 0.03 市場外 処分 (返還)

平成29年2月24日 普通株 1,500 0.00 市場外 処分 461

平成29年2月24日 普通株 29,620 0.01 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月24日 普通株 63,220 0.03 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月24日 普通株 41,600 0.02 市場外 取得 (寄託)

平成29年2月24日 普通株 38,740 0.02 市場外 処分 (返還)

平成29年2月27日 普通株 5,080 0.00 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月27日 普通株 10,080 0.00 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月27日 普通株 43,900 0.02 市場外 取得 (寄託)

平成29年2月27日 普通株 41,500 0.02 市場外 処分 (返還)

平成29年2月28日 普通株 49,200 0.02 市場内 処分

平成29年2月28日 普通株 80 0.00 市場外 取得 (貸借)

平成29年2月28日 普通株 980 0.00 市場外 処分 (貸借)

平成29年2月28日 普通株 275,000 0.13 市場外 取得 (寄託)

平成29年2月28日 普通株 268,500 0.13 市場外 処分 (返還)

平成29年3月1日 普通株 120 0.00 市場外 取得 (貸借)

平成29年3月1日 普通株 1,920 0.00 市場外 処分 (貸借)

平成29年3月1日 普通株 286,400 0.14 市場外 取得 (寄託)

平成29年3月1日 普通株 282,200 0.14 市場外 処分 (返還)

平成29年3月2日 普通株 22,100 0.01 市場内 取得

平成29年3月2日 普通株 3,100 0.00 市場内 処分

平成29年3月2日 普通株 160 0.00 市場外 取得 (貸借)

平成29年3月2日 普通株 2,560 0.00 市場外 処分 (貸借)

平成29年3月2日 普通株 227,100 0.11 市場外 取得 (寄託)

平成29年3月2日 普通株 227,100 0.11 市場外 処分 (返還)

平成29年3月3日 普通株 800 0.00 市場外 処分 460
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平成29年3月3日 普通株 80 0.00 市場外 取得 (貸借)

平成29年3月3日 普通株 480 0.00 市場外 処分 (貸借)

平成29年3月3日 普通株 41,300 0.02 市場外 取得 (寄託)

平成29年3月3日 普通株 41,300 0.02 市場外 処分 (返還)

平成29年3月6日 普通株 12,796 0.01 市場外 取得 460

平成29年3月6日 普通株 12,796 0.01 市場外 処分 460

平成29年3月6日 普通株 240 0.00 市場外 取得 (貸借)

平成29年3月6日 普通株 240 0.00 市場外 処分 (貸借)

平成29年3月6日 普通株 4,900 0.00 市場外 取得 (寄託)

平成29年3月6日 普通株 2,000 0.00 市場外 処分 (返還)

平成29年3月7日 普通株 1,800 0.00 市場内 処分

平成29年3月7日 普通株 120 0.00 市場外 取得 (貸借)

平成29年3月7日 普通株 1,920 0.00 市場外 処分 (貸借)

平成29年3月7日 普通株 25,900 0.01 市場外 取得 (寄託)

平成29年3月7日 普通株 200 0.00 市場外 処分 (返還)

平成29年3月8日 普通株 57,200 0.03 市場外 取得 (貸借)

平成29年3月8日 普通株 59,700 0.03 市場外 処分 (貸借)

平成29年3月8日 普通株 10,100 0.00 市場外 取得 (寄託)

平成29年3月9日 普通株 24,005 0.01 市場外 取得 (貸借)

平成29年3月9日 普通株 24,005 0.01 市場外 処分 (貸借)

平成29年3月9日 普通株 4,200 0.00 市場外 取得 (寄託)

平成29年3月10日 普通株 96 0.00 市場外 取得 459

平成29年3月10日 普通株 96 0.00 市場外 処分 459

平成29年3月10日 普通株 12,700 0.01 市場内 処分

平成29年3月10日 普通株 80 0.00 市場外 取得 (貸借)

平成29年3月10日 普通株 80 0.00 市場外 処分 (貸借)

平成29年3月10日 普通株 2,900 0.00 市場外 取得 (寄託)

平成29年3月10日 普通株 3,700 0.00 市場外 処分 (返還)

平成29年3月13日 普通株 3,760 0.00 市場外 取得 456

平成29年3月13日 普通株 3,760 0.00 市場外 処分 456

平成29年3月13日 普通株 3,400 0.00 市場外 取得 (貸借)

平成29年3月13日 普通株 23,200 0.01 市場外 取得 (寄託)

平成29年3月13日 普通株 23,200 0.01 市場外 処分 (返還)

平成29年3月14日 普通株 100 0.00 市場外 取得 459

平成29年3月14日 普通株 1,500 0.00 市場外 処分 (貸借)
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平成29年3月14日 普通株 43,900 0.02 市場外 取得 (寄託)

平成29年3月14日 普通株 43,900 0.02 市場外 処分 (返還)

平成29年3月15日 普通株 1,900 0.00 市場外 処分 (貸借)

平成29年3月15日 普通株 23,600 0.01 市場外 取得 (寄託)

平成29年3月15日 普通株 31,300 0.02 市場外 処分 (返還)

平成29年3月16日 普通株 3,200 0.00 市場外 処分 (貸借)

平成29年3月16日 普通株 3,000 0.00 市場外 取得 (寄託)

平成29年3月16日 普通株 10,400 0.01 市場外 処分 (返還)

平成29年3月17日 普通株 14,435 0.01 市場外 取得 457

平成29年3月17日 普通株 14,435 0.01 市場外 処分 457

平成29年3月17日 普通株 94,100 0.05 市場外 取得 (寄託)

平成29年3月17日 普通株 94,100 0.05 市場外 処分 (返還)

平成29年3月21日 普通株 13,800 0.01 市場外 取得 (寄託)

平成29年3月21日 普通株 13,800 0.01 市場外 処分 (返還)

平成29年3月22日 普通株 48,600 0.02 市場外 取得 (寄託)

平成29年3月22日 普通株 48,600 0.02 市場外 処分 (返還)

平成29年3月23日 普通株 26,400 0.01 市場内 取得

平成29年3月23日 普通株 73,900 0.04 市場外 処分 (貸借)

平成29年3月23日 普通株 11,800 0.01 市場外 取得 (寄託)

平成29年3月23日 普通株 11,800 0.01 市場外 処分 (返還)

平成29年3月24日 普通株 5 0.00 市場外 処分 454

平成29年3月24日 普通株 800 0.00 市場内 処分

平成29年3月24日 普通株 7,000 0.00 市場外 処分 (貸借)

平成29年3月27日 普通株 1,000 0.00 市場内 取得

平成29年3月27日 普通株 4,739 0.00 市場外 取得 (貸借)

平成29年3月27日 普通株 10,639 0.01 市場外 処分 (貸借)

平成29年3月27日 普通株 750,000 0.36 市場外 取得 (寄託)

平成29年3月27日 普通株 750,000 0.36 市場外 処分 (返還)

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券の消費貸借により 関連会社(ゴールドマン・サックス証券株式会社)から161,500株、関連会社(ゴールドマン・サック

ス・アンド・カンパニー（Goldman Sachs & Co.） )から40株の借入

（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） 25,988,667

借入金額計（X）（千円） 0
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その他金額計（Y）（千円） 0

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 25,988,667

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）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

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（合同会社）

氏名又は名称 ジーエス・ティーケー・ホールディングス・ツー合同会社

住所又は本店所在地 東京都港区六本木六丁目10番1号　六本木ヒルズ森タワー４６階

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19年1月4日

代表者氏名
ジーエス ・ピーアイエー ・ホールディングス合同会社（職務執行者　松本

勇二）

代表者役職 代表社員

事業内容
有価証券の取得及び保有　　　　　匿名組合等への出資及び匿名組合財産の

管理運営

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
ゴールドマン・サックス証券株式会社

レギュラトリー　オペレーションズ部　谷澤　史恵

電話番号 03 (6437) 8321

（２）【保有目的】

純投資
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（３）【重要提案行為等】

該当なし

（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） 0

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（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） O 0 P 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

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 0

保有潜在株券等の数

（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29年3月28日現在）
V 207,148,891

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
11.83

（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 (短期大量譲渡に該当する場合)】

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

譲渡の相手方 単価

2017/03/28 普通株 24,509,810 11.83 市場外 処分 株式会社U-NEXT SPC1 461
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（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者は、株式会社U-NEXT SPC1（以下「U-NEXT SPC1」といいます。）との間で、2017年3月10日付にて、公開買付応募契約

書（以下、「本契約書」といいます。）を締結しています。本契約書において、提出者は、本契約書の締結日から速やかに、

提出者が所有する株式会社USENの普通株式のすべてである24,509,810 株を、U-NEXT SPC1が株式会社USEN（以下、「USEN」と

いいます。）の普通株式を取得するために提出日現在において実施している公開買付け（以下、「本公開買付け」といいま

す。）に応募する（以下、「本応募」といいます。）旨を誓約しています。また、本契約書上、提出者は、U-NEXT SPC1の事

前の書面による承諾がある場合を除き、本公開買付期間中といえども、本応募により成立する本公開買付けに係る契約を解除

しないものとされています。なお、提出者の本契約書上の義務は、U-NEXT SPC1が本公開買付けを撤回した場合、USENが取締

役会決議に基づく本公開買付けについての賛同意見表明を撤回した場合等、所定の場合には履行の前提条件を欠くこととなり

ます。

（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）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

第３【共同保有者に関する事項】
該当事項なし

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） ゴールドマン・サックス・インターナショナル（Goldman Sachs International）

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） 218,796

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J
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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） O 218,796 P 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

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 218,796

保有潜在株券等の数

（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29年3月28日現在）
V 207,148,891

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.11

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
11.97

（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（％）

ゴールドマン・サックス・インターナショ

ナル（Goldman Sachs International）
218,796 0.11

合計 218,796 0.11
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