
       

第一号様式  

   

【表紙】   

   

【提出書類】  変更報告書   No．22   

   

【根拠条文】  法第27条の 25第1項に基づく報告書  

   

【提出先】  関東財務局長   

   

【氏名又は名称】  株式会社みずほコーポレート銀行  

  取締役頭取 齋藤 宏    

  

【住所又は本店所在地】  東京都千代田区丸の内一丁目３番３号   

   

【報告義務発生日】  平成19年1月1日  

   

【提出日】  平成19年1月11日  

   

【提出者及び共同保有者
の総数（名）】

 

3    

   

【提出形態】  連名     

   

【変更報告書提出事由】  共同保有者が減少したこと   

  

  

  

  

    

  



第1 【発行者に関する事項】     

 

 

 発行者の名称 オカモト（株）

 証券コード 5122

 上場・店頭の別 上場

 上場証券取引所 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）

 フリガナ（カタカナ） カブシキガイシャミズホコーポレートギンコウ

 氏名又は名称 株式会社みずほコーポレート銀行

 フリガナ（カタカナ） トウキョウトチヨダクマルノウチ

 住所又は本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号

 フリガナ（カタカナ）  

 旧氏名又は名称  

 フリガナ（カタカナ）  

 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 1923/07/11

 代表者氏名
サイトウ ヒロシ

齋藤 宏

 代表者役職 取締役頭取

 事業内容

預金または定期積金の受入れ、資金の貸付けまたは手形の割引ならびに為替取引

債務の保証または手形の引受けその他の前号の銀行業務に付随する業務

その他前号の業務に付帯または関連する事項

 

    

   ④【事務上の連絡先】    
    

 事務上の連絡先 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号

 及び担当者名 戦略投資部株式投資室        細井 洋輔    



 電話番号 03-3215-1115      

  

 (2)【保有目的】    
   

発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。    

   

   

   

   

          

 

 (3)【重要提案行為等】  
 

          

   

   

   

   

          



 (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）  5,851,302     

 新株予約権証券（株）  A  －   G  

 新株予約権付社債券（株）  B  －   H  

 対象有価証券  C   I  

 カバードワラント           

 株券預託証券     

 株券関連預託証券  D   J  

 対象有価証券償還社債 E   K  

 他社株等転換株券 F   L  

合計（株・口） M 5,851,302 N 0 O 0

 信用取引により譲渡したこと P   

 により控除する株券等の数           

 共同保有者間で引渡請求権等 Q     

 の権利が存在するのものとして      

 控除する株券等の数           

 保有株券等の数（総数） R 5,851,302  

   (M+N+O-P-Q)      

 保有潜在株式の数 S 0  

(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)           

     

       

          

         

  ②【株券等保有割合】       

 発行済株式等総数（株・口） T 125,196,839     

(平成19年1月1日現在)             

 上記提出者の     

 株券等保有割合（％）
 4.67   

 （R/(S+T)×100)
    

 直前の報告書に記載された  
4.67 

    

 株券等保有割合（％）
     



(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】

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 単価

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



  (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】  

 

 

 

 

 (7)【保有株券等の取得資金】  

  ①【取得資金の内訳】  

 自己資金額(U) (千円)   1,519,854   

 借入金額計(V) (千円)   0   

 その他金額計(W) (千円)   0   

 上記(W)の内訳    

 取得資金合計 (千円)   1,519,854   

  (U+V+W)        

 

  ②【借入先の内訳】  

番号 ＊名称(支店名) 業種 ＊ 代表者氏名 ＊ 所在地
借入 金額
目的 （千円）

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

  ③【借入先の名称等】  

番号 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（株式会社）

 フリガナ（カタカナ） カブシキガイシャミズホギンコウ

 氏名又は名称 株式会社みずほ銀行

 フリガナ（カタカナ） トウキョウトチヨダクウチサイワイチョウ

 住所又は本店所在地 東京都千代田区内幸町一丁目１番５号

 フリガナ（カタカナ）  

 旧氏名又は名称  

 フリガナ（カタカナ）  

 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 1897/06/07

 代表者氏名
スギヤマ セイジ

杉山 清次

 代表者役職 取締役頭取

 事業内容

預金または定期積金の受入れ、資金の貸付けまたは手形の割引ならびに為替取引

債務の保証または手形の引受けその他の前号の銀行業務に付随する業務

その他各号の業務に付帯または関連する事項

 

   

    ④【事務上の連絡先】    
   

 事務上の連絡先 東京都千代田区内幸町一丁目１番５号

 及び担当者名 ポートフォリオマネジメント室        千田 知洋   

 電話番号 03-3596-4229     

  

 (2)【保有目的】    
   

発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。   

   

   

   

   

         

 

 (3)【重要提案行為等】  
 



         

   

   

   

   

         



 (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）  4,507,972     

 新株予約権証券（株）  A  －   G  

 新株予約権付社債券（株）  B  －   H  

 対象有価証券  C   I  

 カバードワラント           

 株券預託証券     

 株券関連預託証券  D   J  

 対象有価証券償還社債 E   K  

 他社株等転換株券 F   L  

合計（株・口） M 4,507,972 N 0 O 0

 信用取引により譲渡したこと P   

 により控除する株券等の数           

 共同保有者間で引渡請求権等 Q     

 の権利が存在するのものとして      

 控除する株券等の数           

 保有株券等の数（総数） R 4,507,972  

   (M+N+O-P-Q)      

 保有潜在株式の数 S 0  

(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)           

     

       

          

         

  ②【株券等保有割合】       

 発行済株式等総数（株・口） T 125,196,839     

(平成19年1月1日現在)             

 上記提出者の     

 株券等保有割合（％）
 3.60   

 （R/(S+T)×100)
    

 直前の報告書に記載された  
3.52 

    

 株券等保有割合（％）
     



(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】

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 単価

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



  (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】  

 

 

 

 

 (7)【保有株券等の取得資金】  

  ①【取得資金の内訳】  

 自己資金額(U) (千円)   1,468,784   

 借入金額計(V) (千円)   0   

 その他金額計(W) (千円)   0   

 上記(W)の内訳    

 取得資金合計 (千円)   1,468,784   

  (U+V+W)        

 

  ②【借入先の内訳】  

番号 ＊名称(支店名) 業種 ＊ 代表者氏名 ＊ 所在地
借入 金額
目的 （千円）

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

  ③【借入先の名称等】  

番号 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（株式会社）

 フリガナ（カタカナ） ミズホショウケンカブシキガイシャ

 氏名又は名称 みずほ証券 株式会社

 フリガナ（カタカナ） トウキョウトチヨダクオオテマチ

 住所又は本店所在地 東京都千代田区大手町１丁目５番１号

 フリガナ（カタカナ）  

 旧氏名又は名称  

 フリガナ（カタカナ）  

 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 1993/07/02

 代表者氏名
フクダ マコト

福田 眞

 代表者役職 取締役社長

 事業内容

有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引

又は外国市場証券先物取引有価証券の引受け、売出し。 前各号の業務の外、

証券取引法その他の法律により証券会社が営むことのできる業務

 

   

    ④【事務上の連絡先】    
   

 事務上の連絡先 東京都千代田区大手町１丁目５番１号

 及び担当者名 業務管理グループ 事務企画・品質管理部        北野 良輔  

 電話番号 03-5208-2472     

  

 (2)【保有目的】    
   

ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。    

   

   

   

   

         

 

 (3)【重要提案行為等】  
 



         

   

   

   

   

         



 (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）  48,000     

 新株予約権証券（株）  A  －   G  

 新株予約権付社債券（株）  B  －   H  

 対象有価証券  C   I  

 カバードワラント           

 株券預託証券     

 株券関連預託証券  D   J  

 対象有価証券償還社債 E   K  

 他社株等転換株券 F   L  

合計（株・口） M 48,000 N 0 O 0

 信用取引により譲渡したこと P   

 により控除する株券等の数           

 共同保有者間で引渡請求権等 Q     

 の権利が存在するのものとして      

 控除する株券等の数           

 保有株券等の数（総数） R 48,000  

   (M+N+O-P-Q)      

 保有潜在株式の数 S 0  

(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)           

     

       

          

         

  ②【株券等保有割合】       

 発行済株式等総数（株・口） T 125,196,839     

(平成19年1月1日現在)             

 上記提出者の     

 株券等保有割合（％）
 0.04   

 （R/(S+T)×100)
    

 直前の報告書に記載された  
0.03 

    

 株券等保有割合（％）
     



(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】

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 単価

2006/11/6 普通株式 -1,000 0.00 市場内 処分 －

2006/11/8 普通株式 2,000 0.00 市場内 取得 －

2006/11/8 普通株式 -1,000 0.00 市場内 処分 －

2006/11/9 普通株式 -1,000 0.00 市場内 処分 －

2006/11/10 普通株式 4,000 0.00 市場内 取得 －

2006/11/13 普通株式 -1,000 0.00 市場内 処分 －

2006/11/14 普通株式 2,000 0.00 市場内 取得 －

2006/11/15 普通株式 1,000 0.00 市場内 取得 －

2006/11/15 普通株式 -2,000 0.00 市場内 処分 －

2006/11/16 普通株式 -1,000 0.00 市場内 処分 －

2006/11/17 普通株式 -1,000 0.00 市場内 処分 －

2006/11/20 普通株式 -2,000 0.00 市場内 処分 －

2006/11/20 普通株式 4,000 0.00 市場内 取得 －

2006/11/21 普通株式 -4,000 0.00 市場内 処分 －

2006/11/22 普通株式 -3,000 0.00 市場内 処分 －

2006/11/22 普通株式 1,000 0.00 市場内 取得 －



2006/11/24 普通株式 -4,000 0.00 市場内 処分 －

2006/11/27 普通株式 2,000 0.00 市場内 取得 －

2006/11/27 普通株式 -2,000 0.00 市場内 処分 －

2006/11/28 普通株式 -4,000 0.00 市場内 処分 －

2006/11/29 普通株式 2,000 0.00 市場内 取得 －

2006/11/30 普通株式 -5,000 0.00 市場内 処分 －

2006/12/1 普通株式 1,000 0.00 市場内 取得 －

2006/12/1 普通株式 -3,000 0.00 市場内 処分 －

2006/12/4 普通株式 4,000 0.00 市場内 取得 －

2006/12/4 普通株式 -2,000 0.00 市場内 処分 －

2006/12/5 普通株式 -1,000 0.00 市場内 処分 －

2006/12/8 普通株式 5,000 0.00 市場内 取得 －

2006/12/12 普通株式 -1,000 0.00 市場内 処分 －

2006/12/13 普通株式 3,000 0.00 市場内 取得 －

2006/12/14 普通株式 2,000 0.00 市場内 取得 －

2006/12/14 普通株式 -3,000 0.00 市場内 処分 －

2006/12/15 普通株式 4,000 0.00 市場内 取得 －



2006/12/15 普通株式 -1,000 0.00 市場内 処分 －

2006/12/18 普通株式 2,000 0.00 市場内 取得 －

2006/12/18 普通株式 -4,000 0.00 市場内 処分 －

2006/12/19 普通株式 2,000 0.00 市場内 取得 －

2006/12/20 普通株式 -1,000 0.00 市場内 処分 －

2006/12/21 普通株式 1,000 0.00 市場内 取得 －

2006/12/22 普通株式 -2,000 0.00 市場内 処分 －

2006/12/22 普通株式 4,000 0.00 市場内 取得 －

2006/12/25 普通株式 -1,000 0.00 市場内 処分 －

2006/12/26 普通株式 1,000 0.00 市場内 取得 －

2006/12/26 普通株式 -2,000 0.00 市場内 処分 －

2006/12/28 普通株式 -1,000 0.00 市場内 処分 －

2006/12/29 普通株式 -1,000 0.00 市場内 処分 －



  (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】  

 

 

 

 

 (7)【保有株券等の取得資金】  

  ①【取得資金の内訳】  

 自己資金額(U) (千円)   20,640   

 借入金額計(V) (千円)   0   

 その他金額計(W) (千円)   0   

 上記(W)の内訳    

 取得資金合計 (千円)   20,640   

  (U+V+W)        

 

  ②【借入先の内訳】  

番号 ＊名称(支店名) 業種 ＊ 代表者氏名 ＊ 所在地
借入 金額
目的 （千円）

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

  ③【借入先の名称等】  

番号 名称（支店名） 代表者氏名 所在地

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    



4【提出者(大量保有者) / 4 】     

 (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）

 フリガナ（カタカナ） ミズホシンタクギンコウ カブシキカイシャ

 氏名又は名称 みずほ信託銀行株式会社

 フリガナ（カタカナ） トウキョウトチュウオウクヤエス

 住所又は本店所在地 東京都中央区八重洲1丁目２番１号

 フリガナ（カタカナ）  

 旧氏名又は名称  

 フリガナ（カタカナ）  

 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 1925/05/09

 代表者氏名
イケダ テルヒコ

池田 輝彦

 代表者役職 取締役社長

 事業内容

信託業務

預金または定期積金の受入れ、資金の貸付けまたは手形の割引ならびに為替取引

債務の保証または手形の引受けその他前号の銀行業務に付随する業務

その他前各号の業務に付帯するまたは関連する事項

   

    ④【事務上の連絡先】    
   

 事務上の連絡先 東京都中央区八重洲１丁目２番１号

 及び担当者名 証券企画部        永川 健    

 電話番号 03-3274-3012     

  

 (2)【保有目的】    
   

発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。   

信託財産における運用資産として保有するもの。   

   

   

   

         

 

 (3)【重要提案行為等】  
 



         

   

   

   

   

         



 (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）  2,822,000    1,009,915

 新株予約権証券（株）  A  －   G  

 新株予約権付社債券（株）  B  －   H  

 対象有価証券  C   I  

 カバードワラント           

 株券預託証券     

 株券関連預託証券  D   J  

 対象有価証券償還社債 E   K  

 他社株等転換株券 F   L  

合計（株・口） M 2,822,000 N 0 O 1,009,915

 信用取引により譲渡したこと P   

 により控除する株券等の数           

 共同保有者間で引渡請求権等 Q     

 の権利が存在するのものとして      

 控除する株券等の数           

 保有株券等の数（総数） R 3,831,915  

   (M+N+O-P-Q)      

 保有潜在株式の数 S 0  

(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)           

     

       

          

         

  ②【株券等保有割合】       

 発行済株式等総数（株・口） T 125,196,839     

(平成19年1月1日現在)             

 上記提出者の     

 株券等保有割合（％）
 3.06   

 （R/(S+T)×100)
    

 直前の報告書に記載された  
3.03 

    

 株券等保有割合（％）
     



(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】

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 単価

2006/11/8 普通株式 -4,000 0.00 市場内 処分 －

2006/11/29 普通株式 -1,000 0.00 市場内 処分 －

2006/11/30 普通株式 -1,000 0.00 市場内 処分 －

       

       

       

       

       

       

       



  (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】  

貸借：ゴールドマンサックス 43,000株 モルガン・スタンレー 31,000株 大和証券エスエム
ビー 53,000
株                                                                                      

 

 

 

 (7)【保有株券等の取得資金】  

  ①【取得資金の内訳】  

 自己資金額(U) (千円)   412,351   

 借入金額計(V) (千円)   0   

 その他金額計(W) (千円)   359,254   

 上記(W)の内訳   信託財産

 取得資金合計 (千円)   771,605   

  (U+V+W)        

 

  ②【借入先の内訳】  

番号 ＊名称(支店名) 業種 ＊ 代表者氏名 ＊ 所在地
借入 金額
目的 （千円）

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

  ③【借入先の名称等】  

番号 名称（支店名） 代表者氏名 所在地

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    



5【提出者(大量保有者) / 5 】     

 (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）

 フリガナ（カタカナ） ミズホインベスターズショウケン カブシキガイシャ

 氏名又は名称 みずほインベスターズ証券 株式会社

 フリガナ（カタカナ） トウキョウトチュウオウクニホンバシカヤバチョウ

 住所又は本店所在地 東京都中央区日本橋茅場町１丁目１３番１６号

 フリガナ（カタカナ）  

 旧氏名又は名称  

 フリガナ（カタカナ）  

 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 1922/12/04

 代表者氏名
アオキ ケン

青木 建

 代表者役職 取締役社長

 事業内容

証券業

 

 

 

   

    ④【事務上の連絡先】    
   

 事務上の連絡先 東京都中央区日本橋茅場町１丁目１３番１６号

 及び担当者名 リスクマネジメント部 リスク管理グループ        田畑 晃  

 電話番号 03-5640-7922     

  

 (2)【保有目的】    
   

発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。   

   

   

   

   

         

 

 (3)【重要提案行為等】  
 



         

   

   

   

   

         



 (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）  26,000     

 新株予約権証券（株）  A  －   G  

 新株予約権付社債券（株）  B  －   H  

 対象有価証券  C   I  

 カバードワラント           

 株券預託証券     

 株券関連預託証券  D   J  

 対象有価証券償還社債 E   K  

 他社株等転換株券 F   L  

合計（株・口） M 26,000 N 0 O 0

 信用取引により譲渡したこと P   

 により控除する株券等の数           

 共同保有者間で引渡請求権等 Q     

 の権利が存在するのものとして      

 控除する株券等の数           

 保有株券等の数（総数） R 26,000  

   (M+N+O-P-Q)      

 保有潜在株式の数 S 0  

(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)           

     

       

          

         

  ②【株券等保有割合】       

 発行済株式等総数（株・口） T 125,196,839     

(平成19年1月1日現在)             

 上記提出者の     

 株券等保有割合（％）
 0.02   

 （R/(S+T)×100)
    

 直前の報告書に記載された  
0.02 

    

 株券等保有割合（％）
     



(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】

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 単価

2006/11/24 普通株式 1,000 0.00 市場内 取得 －

2006/11/29 普通株式 -1,000 0.00 市場内 処分 －

2006/12/21 普通株式 1,000 0.00 市場内 取得 －

2006/12/26 普通株式 -1,000 0.00 市場内 処分 －

       

       

       

       

       

       



  (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】  

 

 

 

 

 (7)【保有株券等の取得資金】  

  ①【取得資金の内訳】  

 自己資金額(U) (千円)   6,288   

 借入金額計(V) (千円)   0   

 その他金額計(W) (千円)   0   

 上記(W)の内訳    

 取得資金合計 (千円)   6,288   

  (U+V+W)        

 

  ②【借入先の内訳】  

番号 ＊名称(支店名) 業種 ＊ 代表者氏名 ＊ 所在地
借入 金額
目的 （千円）

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

  ③【借入先の名称等】  

番号 名称（支店名） 代表者氏名 所在地

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    



6【提出者(大量保有者) / 6 】     

 (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）

 フリガナ（カタカナ） ダイイチカンギョウアセットマネジメント カブシキガイシャ

 氏名又は名称 第一勧業アセットマネジメント 株式会社

 フリガナ（カタカナ） トウキョウトチヨダクユウラクチョウ

 住所又は本店所在地 東京都千代田区有楽町1丁目７番１号

 フリガナ（カタカナ）  

 旧氏名又は名称  

 フリガナ（カタカナ）  

 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 1964/05/26

 代表者氏名
トノイケ トオル

外池 徹

 代表者役職 代表取締役社長

 事業内容

証券投資信託における委託会社としての業務

有価証券等に係わる投資顧問業務及び投資一任契約に係わる業務

 

 

   

    ④【事務上の連絡先】    
   

 事務上の連絡先 東京都千代田区有楽町１丁目７番１号

 及び担当者名 計理部        小宮山 昇    

 電話番号 03-3282-1127     

  

 (2)【保有目的】    
   

投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。    

   

   

   

   

         

 

 (3)【重要提案行為等】  
 



         

   

   

   

   

         



 (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）      69,000

 新株予約権証券（株）  A  －   G  

 新株予約権付社債券（株）  B  －   H  

 対象有価証券  C   I  

 カバードワラント           

 株券預託証券     

 株券関連預託証券  D   J  

 対象有価証券償還社債 E   K  

 他社株等転換株券 F   L  

合計（株・口） M 0 N 0 O 69,000

 信用取引により譲渡したこと P   

 により控除する株券等の数           

 共同保有者間で引渡請求権等 Q     

 の権利が存在するのものとして      

 控除する株券等の数           

 保有株券等の数（総数） R 69,000  

   (M+N+O-P-Q)      

 保有潜在株式の数 S 0  

(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)           

     

       

          

         

  ②【株券等保有割合】       

 発行済株式等総数（株・口） T 125,196,839     

(平成19年1月1日現在)             

 上記提出者の     

 株券等保有割合（％）
 0.06   

 （R/(S+T)×100)
    

 直前の報告書に記載された  
0.02 

    

 株券等保有割合（％）
     



(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】

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 単価

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



  (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】  

 

 

 

 

 (7)【保有株券等の取得資金】  

  ①【取得資金の内訳】  

 自己資金額(U) (千円)   0   

 借入金額計(V) (千円)   0   

 その他金額計(W) (千円)   30,447   

 上記(W)の内訳   顧客からの預かり資産

 取得資金合計 (千円)   30,447   

  (U+V+W)        

 

  ②【借入先の内訳】  

番号 ＊名称(支店名) 業種 ＊ 代表者氏名 ＊ 所在地
借入 金額
目的 （千円）

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

  ③【借入先の名称等】  

番号 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) 株式会社みずほコーポレート銀行       

          (2) 株式会社みずほ銀行            

          (3) みずほ信託銀行株式会社           

          (4)               

          (5)               

          (6)               

          (7)               

          (8)               

          (9)               

          (10)               

           

          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）  
 13,181,274   1,009,915

 新株予約権証券（株）   A
 －   

G
 

 新株予約権付社債券（株）   B
 －   

H
 

 対象有価証券   C   I  
 カバードワラント             

 株券預託証券  
     

 株券関連預託証券   D
  

J
 

 対象有価証券償還社債   E
  

K
 

 他社株等転換株券  F
  

L
 

合計（株・口）  M
13,181,274

N
0

O
1,009,915

 信用取引により譲渡したこと  P    

 により控除する株券等の数             

 共同保有者間で引渡請求権等 Q      

 の権利が存在するのものとして       

 控除する株券等の数            

 保有株券等の数（総数）  R 14,191,189   

   (M+N+O-P-Q)           

 保有潜在株式の数  S 0   

(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)              

    

   



    

         (2)【株券等保有割合】         

 発行済株式等総数（株・口）  T 125,196,839     

(平成19年1月1日現在)             

 上記提出者の     
 株券等保有割合（％）

 11.34   
 （R/(S+T)×100)

    

 直前の報告書に記載された  
11.29 

    
 株券等保有割合（％）

     

          

          (3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】     

提出者又は共同保有者名 保有株券等の数（総数）（株・口） 株券等保有割合 （%)

株式会社みずほコーポレート銀行 5,851,302 4.67 

株式会社みずほ銀行 4,507,972 3.60 

みずほ信託銀行株式会社 3,831,915 3.06 

合計 14,191,189 11.34 
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