
  

 

2021年 12 月 10日 
各 位 

本店所在地 東京都港区海岸一丁目7番1号 
会 社 名 ソフトバンクグループ株式会社 
 （コード番号9984 東証第一部） 
代 表 者 代表取締役 会長兼社長執行役員 

孫 正義 
 
 

（訂正）「当社子会社（Zホールディングス株式会社、証券コード4689）によ
る自己株式の取得および自己株式の公開買付けの開始予定に関するお知らせ」 

の別添資料の一部訂正に関するお知らせ 
 

当社が2021年12月３日付で開示した「当社子会社（Zホールディングス株式会社、証券
コード4689）による自己株式の取得および自己株式の公開買付けの開始予定に関するお知
らせ」に添付しました別添資料の内容に一部誤りがありましたので、別添資料のとおり訂
正します。 

以 上 
 

********本件に関するお問い合わせ先******** 
ソフトバンクグループ株式会社  03-6889-2000 
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2021 年 12 月 10 日 

各 位 

会 社 名 Z ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 
代 表 者 名 代表取締役社長 Co-CEO（共同最高経営責任者） 

川 邊  健 太 郎 
（コード：4689 東証第一部） 

問 い 合 わ せ 先 専務執行役員 GCFO（最高財務責任者）  
坂 上  亮 介 

 （電話：03-6779-4900） 
 

（訂正）「自己株式の取得及び自己株式の公開買付け並びに自己株式の消却に関するお知らせ」 

の一部訂正に関するお知らせ 

 

当社は、2021年12月３日付で「自己株式の取得及び自己株式の公開買付け並びに自己株式の消却に関

するお知らせ」を開示いたしましたが、その内容に一部誤りがございましたので、下記のとおり訂正い

たします。 

訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

１．訂正の理由 

 

「買付け等の目的」に記載の誤りがあったため、訂正するものであります。 

 

２．訂正の内容 

 

Ⅰ．自己株式取得及び自己株式の公開買付け 

１．買付け等の目的 

（訂正前） 

＜前略＞ 

これまでに当社は、機動的な資本政策遂行の一貫として自己株式の取得を行っており、具体的

には、当時公表いたしました自己株式の取得に関するプレスリリースに記載のとおり、①2008 年

５月 23 日開催の取締役会の決議に基づき、2008 年６月２日から 2008 年７月 10 日までの期間

に、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）における市場買付けの方

法により 1,210,000 株（取得当時の所有割合（注１）：2.00％）を 51,639,113,450 円で、②2009

年３月 17 日開催の取締役会の決議に基づき、2009 年３月 18 日に、東京証券取引所の自己株式

立会外買付取引（ToSTNeT-３）により 1,185,000 株（取得当時の所有割合（注２）：2.00％）を
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30,027,900,000 円で、③2013 年１月 29 日開催の取締役会の決議に基づき、2013 年２月１日か

ら 2013 年３月１日までの期間に、東京証券取引所における市場買付けの方法により 516,376 株

（取得当時の所有割合（注３）：0.89％）を 19,999,979,550 円で、④2013 年 10 月 25 日開催の

取締役会の決議に基づき、2013 年 10 月 28 日から 2014 年１月 28 日までの期間に、東京証券取

引所における市場買付けの方法により 57,240,300 株（取得当時の所有割合（注４）：1.01％）を

29,999,981,116 円で、⑤2014 年８月４日開催の取締役会の決議に基づき、2014 年８月５日に、

東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-３）により 450,000 株（取得当時の所有割

合（注５）：0.01％）を 198,000,000 円で、⑥2018 年７月 10 日開催の取締役会の決議に基づき、

2018 年７月 11 日から 2018 年８月９日までの期間に、公開買付けの方法により 611,111,200 株

（取得当時の所有割合（注６）：10.73％）を 220,000,032,000 円で、⑦2019 年５月８日開催の

取締役会の決議に基づき、2019 年５月９日から 2019年６月５日までの期間に、公開買付けの方

法により 1,834,377,600 株（取得当時の所有割合（注７）：36.08％）を 526,466,371,200 円で、

それぞれ取得しております。 

＜中略＞ 

（注２）当社が 2009 年２月 10 日に提出した第 14 期第３四半期報告書に記載の 2008 年９月

30 日現在の当社の発行済株式総数（59,290,736 株）から、第 14 期第３四半期報告書

に記載の同日現在の当社が所有する自己株式数（10 株）を控除した株式数

（59,290,726 株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入）です。 

（注３）当社が 2013 年２月８日に提出した第 18 期第３四半期報告書に記載の 2012 年 12 月

31 日現在の当社の発行済株式総数（58,196,528 株）から、第 18 期第３四半期報告書

に記載の同日現在の当社が所有する自己株式数（180,601 株）を控除した株式数

（58,015,927 株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入）です。 

（注４）当社が 2013 年 11 月 12 日に提出した第 19 期第２四半期報告書に記載の同年９月 30

日現在の当社の発行済株式総数（57,518,397 株）から、第 19 期第２四半期報告書に

記載の同日現在の当社が所有する自己株式数（1,016,800 株）を控除した株式数

（56,501,597 株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入）です。なお、2013 年

９月 30 日現在の発行済株式総数及び自己株式数は、当社が 2013 年 10 月１日付で実

施した普通株式１株を 100 株とする株式分割前の数値です。 

（注５）当社が 2014 年６月 18 日に提出した第 19 期有価証券報告書に記載の 2014 年３月 31

日現在の当社の発行済株式総数（5,694,920,600 株）から、第 19 期有価証券報告書

に記載の同日現在の当社が所有する自己株式数（1,016,800 株）を控除した株式数

（5,693,903,800 株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入）です。 

＜後略＞ 

 

（訂正後） 

＜前略＞ 

これまでに当社は、機動的な資本政策遂行の一環として自己株式の取得を行っており、具体的

には、当時公表いたしました自己株式の取得に関するプレスリリースに記載のとおり、①2008 年
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５月 23 日開催の取締役会の決議に基づき、2008 年６月２日から 2008 年７月 10 日までの期間

に、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）における市場買付けの方

法により 1,210,000 株（取得当時の所有割合（注１）：2.00％）を 51,639,113,450 円で、②2009

年３月 17 日開催の取締役会の決議に基づき、2009 年３月 18 日に、東京証券取引所の自己株式

立会外買付取引（ToSTNeT-３）により 1,185,000 株（取得当時の所有割合（注２）：2.00％）を

30,027,900,000 円で、③2013 年１月 29 日開催の取締役会の決議に基づき、2013 年２月１日か

ら 2013 年３月１日までの期間に、東京証券取引所における市場買付けの方法により 516,376 株

（取得当時の所有割合（注３）：0.89％）を 19,999,979,550 円で、④2013 年 10 月 25 日開催の

取締役会の決議に基づき、2013 年 10 月 28 日から 2014 年１月 28 日までの期間に、東京証券取

引所における市場買付けの方法により 57,240,300 株（取得当時の所有割合（注４）：1.00％）を

29,999,981,116 円で、⑤2014 年８月４日開催の取締役会の決議に基づき、2014 年８月５日に、

東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-３）により 450,000 株（取得当時の所有割

合（注５）：0.01％）を 198,000,000 円で、⑥2018 年７月 10 日開催の取締役会の決議に基づき、

2018 年７月 11 日から 2018 年８月９日までの期間に、公開買付けの方法により 611,111,200 株

（取得当時の所有割合（注６）：10.73％）を 220,000,032,000 円で、⑦2019 年５月８日開催の

取締役会の決議に基づき、2019 年５月９日から 2019年６月５日までの期間に、公開買付けの方

法により 1,834,377,600 株（取得当時の所有割合（注７）：36.08％）を 526,466,371,200 円で、

それぞれ取得しております。 

＜中略＞ 

（注２）当社が 2009 年２月 10 日に提出した第 14 期第３四半期報告書に記載の 2008 年 12 月

31 日現在の当社の発行済株式総数（59,290,736 株）から、第 14 期第３四半期報告書

に記載の同日現在の当社が所有する自己株式数（10 株）を控除した株式数

（59,290,726 株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入）です。 

（注３）当社が 2013 年２月８日に提出した第 18 期第３四半期報告書に記載の 2012 年 12 月

31 日現在の当社の発行済株式総数（58,196,528 株）から、第 18 期第３四半期報告書

に記載の同日現在の当社が所有する自己株式数（180,433 株）及び当社子会社が所有

する当社株式数（168 株）を控除した株式数（58,015,927 株）に対する割合（小数点

以下第三位を四捨五入）です。 

（注４）当社が 2013 年 11 月 12 日に提出した第 19 期第２四半期報告書に記載の同年９月 30

日現在の当社の発行済株式総数（57,518,397 株）から、第 19 期第２四半期報告書に

記載の同日現在の当社が所有する自己株式数（10,000 株）及び当社子会社が所有す

る当社株式数（168 株）を控除した株式数（57,508,229 株）に対する割合（小数点以

下第三位を四捨五入）です。なお、2013 年９月 30 日現在の発行済株式総数及び自己

株式数は、当社が 2013 年 10 月１日付で実施した普通株式１株を 100 株とする株式

分割前の数値です。 

（注５）当社が 2014 年８月 14 日に提出した第 20 期第１四半期報告書に記載の 2014 年６月

30 日現在の当社の発行済株式総数（5,694,920,600 株）から、第 20 期第１四半期報

告書に記載の同年３月 31 日現在の当社が所有する自己株式数（1,000,000 株）及び
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当社子会社が所有する当社株式数（16,800 株）を控除した株式数（5,693,903,800株）

に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入）です。 

＜後略＞ 

以 上 
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