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（和歌山市一番丁５番地） 

西日本電信電話株式会社京都支店 

（京都市中京区烏丸三条上ル場之町604） 

西日本電信電話株式会社奈良支店 

（奈良市下三条町１番地１） 

西日本電信電話株式会社滋賀支店 

（大津市浜大津一丁目１番26号） 

西日本電信電話株式会社兵庫支店 

（神戸市中央区海岸通11番） 

西日本電信電話株式会社名古屋支店 

（名古屋市中区大須四丁目９番60号） 

西日本電信電話株式会社静岡支店 

（静岡市葵区城東町５番１号） 

西日本電信電話株式会社岐阜支店 

（岐阜市梅ヶ枝町二丁目31番地） 

西日本電信電話株式会社三重支店 

（津市桜橋二丁目149番地） 

西日本電信電話株式会社金沢支店 

（金沢市出羽町４番１号） 

西日本電信電話株式会社富山支店 

（富山市東田地方町一丁目１番30号） 

西日本電信電話株式会社福井支店 

（福井市日之出二丁目12番５号） 

西日本電信電話株式会社広島支店 

（広島市中区基町６番77号） 

西日本電信電話株式会社島根支店 

（松江市東朝日町102番地） 

西日本電信電話株式会社岡山支店 

（岡山市北区中山下二丁目１番90号） 

西日本電信電話株式会社鳥取支店 

（鳥取市湯所町二丁目258番地） 

西日本電信電話株式会社山口支店 

（山口市熊野町４番５号） 

西日本電信電話株式会社愛媛支店 

（松山市一番町四丁目３番地） 

西日本電信電話株式会社香川支店 

（高松市観光通一丁目８番地２） 

西日本電信電話株式会社徳島支店 

（徳島市西大工町二丁目５番地１） 



（注）東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の支店は、金融商品取引法による備付場所ではありません

が、投資者の便宜のため備え付けました。 

  西日本電信電話株式会社高知支店 

（高知市帯屋町二丁目５番11号） 

西日本電信電話株式会社福岡支店 

（福岡市博多区博多駅東三丁目２番28号） 

西日本電信電話株式会社北九州支店 

（北九州市小倉北区古船場町５番12号） 

西日本電信電話株式会社佐賀支店 

（佐賀市駅前中央一丁目８番32号） 

西日本電信電話株式会社長崎支店 

（長崎市出島町11番13号） 

西日本電信電話株式会社熊本支店 

（熊本市中央区桜町３番１号） 

西日本電信電話株式会社大分支店 

（大分市長浜町三丁目15番７号） 

西日本電信電話株式会社鹿児島支店 

（鹿児島市松原町４番26号） 

西日本電信電話株式会社宮崎支店 

（宮崎市広島一丁目５番３号） 

西日本電信電話株式会社沖縄支店 

（浦添市城間四丁目35番１号） 

株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 



株式の種類  普通株式 

（１）【株主総会決議による取得の状況】 

    該当ありません。 

  

（２）【取締役会決議による取得の状況】 

  

１【取得状況】

  平成25年７月31日現在

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

取締役会（平成25年５月10日）での決議状況 

（取得期間 平成25年５月13日～平成26年３月31日）
50,000,000 250,000,000,000 

報告月における取得自己株式（取得日）  ７月４日 536,100 2,756,507,989 

  ７月５日 462,500 2,394,768,991 

  ７月８日 463,000 2,384,712,984 

  ７月９日 463,300 2,391,247,988 

  ７月10日 428,200 2,251,594,982 

  ７月11日 432,500 2,259,859,988 

  ７月12日 407,500 2,132,784,013 

  ７月16日 397,800 2,094,622,980 

  ７月17日 401,000 2,094,231,001 

  ７月18日 399,000 2,097,212,987 

  ７月19日 418,900 2,174,641,015 

  ７月22日 520,800 2,662,628,018 

  ７月23日 404,300 2,113,776,987 

  ７月24日 405,000 2,117,911,009 

  ７月25日 389,800 2,054,755,000 

  ７月26日 362,100 1,929,146,989 

  ７月29日 322,600 1,722,387,014 

  ７月30日 333,100 1,758,627,998 

  ７月31日 366,600 1,866,760,010 

計 － 7,914,100 41,258,177,943 

報告月末現在の累積取得自己株式 28,115,300 144,641,998,403 

自己株式取得の進捗状況（％） 56.23 57.86 



  

  

２【処理状況】

   平成25年７月31日現在

区分 報告月における処分株式数（株） 処分価額の総額（円） 

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 （処分日）     

  －月－日 － － 

計 － － － 

消却の処分を行った取得自己株式 （消却日）     

  －月－日 － － 

計 － － － 

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得

自己株式 
（移転日）     

  －月－日 － － 

計 － － － 

その他（単元未満株式の売渡請求に基づき売り渡し

た取得自己株式） 
（処分日）           

  ７月９日 288 1,480,320 

  ７月11日 182 964,600 

  ７月17日 94 494,440 

計 － 564 2,939,360 

合計 564 2,939,360 

３【保有状況】

  平成25年７月31日現在

報告月末日における保有状況 株式数（株） 

発行済株式総数 1,323,197,235 

保有自己株式数 165,946,891 


