
株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令
第一号様式 
  

  

【表紙】 
  
  

    
  

【提出書類】 変更報告書 No.5

  

【根拠条文】 法第27条の25第１項

  

【提出先】 関東財務局長

  

【氏名又は名称】 リーマン・ブラザーズ証券株式会社

代表取締役 桂 木 明 夫 

【住所又は本店所在地】 東京都港区六本木6丁目10番1号

六本木ヒルズ森タワー 31階 
【報告義務発生日】 平成19年6月1日

【提出日】 平成19年6月7日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 4 
【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】 株式等保有割合の内訳に１％以上の変動があったこと 



第１【発行者に関する事項】  

  
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）】 

  
②【個人の場合】 

  
③【法人の場合】 

  
④【事務上の連絡先】 

  
(2）【保有目的】 

  
(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】 

発行者の名称  アライドテレシスホールディング株式会社

証券コード 6835 
上場・店頭の別 上場 

上場証券取引所 東証（2部） 

個人・法人の別 法人 
氏名又は名称  リーマン・ブラザーズ証券株式会社

住所又は本店所在地 
トウキョウトミナトクロッポンギ6チョウメ10バン1ゴウ
ロッポンギヒルズモリタワー31カイ 
東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー31階 

旧氏名又は名称   

旧住所又は本店所在地   

生年月日  
職業  
勤務先名称  

勤務先住所  

設立年月日 昭和61年3月6日

代表者氏名 桂 木 明 夫

代表者役職 代表取締役 
事業内容 証券業 

事務上の連絡先及び担当者名 リーマン・ブラザーズ証券株式会社
証券業務部 シャワー

電話番号 03（6440）3789

 証券業務及びその付随業務としての貸借取引等のディーリング業務等（発行会社の事業活動を支配す
る目的又は重要提案行為等を行う目的は有さない） 

 該当なし 

  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）  5,254,300 

新株予約権証券（株） A    － G



  
②【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】 
（割合は小数点第三位四捨五入） 

  
 (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】 

新株予約権付社債券（株） B － H

対象有価証券カバードワラント C I

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  5,254,300 N O

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 P

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 

Q  5,254,300 

保有株券等の数（総数） 
（M+N+O-P-Q） R  0 

保有潜在株式の数 
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) S  0 

発行済株式等総数（株・口） 
（平成19年6月1日現在） T  135,994,000

上記提出者の 
株券等保有割合（％） 
（R/(S+T)×100） 

 0.00 

直前の報告書に記載された 
株券等保有割合（％）  0.00 

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 

2007年04月05日 普通株 60,000 0.04 市場外取引 取得 貸借 
2007年04月18日 普通株 650,000 0.48 市場外取引 取得 貸借 
2007年04月18日 普通株 73,700 0.05 市場外取引 処分 貸借 
2007年04月20日 普通株 20,000 0.01 市場外取引 取得 貸借 
2007年05月09日 普通株 50,000 0.04 市場外取引 取得 貸借 
2007年05月11日 普通株 60,000 0.04 市場外取引 取得 貸借 
2007年05月14日 普通株 210,000 0.15 市場外取引 取得 貸借 
2007年05月16日 普通株 310,000 0.23 市場外取引 取得 貸借 
2007年05月18日 普通株 100,000 0.07 市場外取引 取得 貸借 
2007年05月18日 普通株 300 0.00 市場外取引 取得 67.3円 
2007年05月18日 普通株 300 0.00 市場内取引 処分   
2007年05月21日 普通株 50,000 0.04 市場外取引 取得 貸借 
2007年05月22日 普通株 19,000 0.01 市場外取引 取得 貸借 
2007年05月29日 普通株 200,000 0.15 市場外取引 取得 貸借 
2007年05月30日 普通株 10,000 0.01 市場外取引 取得 貸借 

 消費貸借取引 6/1/2007現在 相手先 機関投資家 5,254,300株借株 相手先 リーマン ブラザーズ 
インターナショナル(ヨーロッパ) 5,254,300株貸株

自己資金額（U）（千円）  0 
借入金額計（V）（千円）   



  
②【借入金の内訳】 

  
③【借入先の名称等】 

  
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）】 

  
②【個人の場合】 

  
③【法人の場合】 

  
④【事務上の連絡先】 

  
(2）【保有目的】 

  
(3）【重要提案行為等】 

その他金額計（W）（千円）   

上記（W）の内訳   

取得資金合計（千円）（U+V+W）  0 

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円） 

 該当なし       

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

 該当なし  

個人・法人の別 法人  
氏名又は名称 リーマン ブラザーズ アジア キャピタル カンパニー

LEHMAN BROTHERS ASIA CAPITAL COMPANY

住所又は本店所在地 
ホンコン，セントラル，8 ファイナンス ストリート，トゥー インターナ
ショナルファイナンスセンター 
26/F，Two International Finance Centre, 8 Finance Street 
Central, Hong Kong

旧氏名又は名称   

旧住所又は本店所在地   

生年月日  
職業  
勤務先名称  

勤務先住所  

設立年月日 平成7年8月1日 

代表者氏名 Cheung, Ming 
チャン・ミン 

代表者役職 
事業内容 証券取引等業務 

事務上の連絡先及び担当者名 リーマン・ブラザーズ証券株式会社
証券業務部 シャワー

電話番号 03（6440）3789

 証券業務及びその付随業務としての貸借取引等のディーリング業務等（発行会社の事業活動を支配す
る目的又は重要提案行為等を行う目的は有さない） 



  
(4）【上記提出者の保有株券等の内訳】 
①【保有株券等の数】 

  
②【株券等保有割合】 

  
   

 該当なし 

  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）  4,176,200 

新株予約権証券（株） A  17,304,000 － G

新株予約権付社債券（株） B － H

対象有価証券カバードワラント C I

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   21,480,200 N O

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 P

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 

Q   0 

保有株券等の数（総数） 
（M+N+O-P-Q） R  21,480,200 

保有潜在株式の数 
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) S  17,304,000 

発行済株式等総数（株・口） 
（平成19年6月1日現在） T  135,994,000

上記提出者の 
株券等保有割合（％） 
（R/(S+T)×100） 

 14.01 

直前の報告書に記載された 
株券等保有割合（％）  14.99 



   (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】

（割合は小数点第三位四捨五入） 
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 
2007年04月03日 普通株 296,200 0.19 市場内取引 取得  
2007年04月03日 普通株 369,600 0.24 市場内取引 処分  

2007年04月04日 普通株 50,000 0.03 市場外取引 取得 貸借
2007年04月04日 普通株 143,800 0.09 市場内取引 取得  

2007年04月04日 普通株 11,100 0.01 市場外取引 処分 貸借
2007年04月04日 普通株 264,200 0.17 市場内取引 処分  

2007年04月05日 普通株 92,100 0.06 市場内取引 取得  
2007年04月05日 普通株 507,200 0.33 市場内取引 処分  

2007年04月06日 普通株 202,700 0.13 市場内取引 取得  
2007年04月06日 普通株 418,100 0.27 市場内取引 処分  

2007年04月09日 普通株 331,000 0.22 市場内取引 取得  
2007年04月09日 普通株 538,100 0.35 市場内取引 処分  

2007年04月10日 普通株 57,300 0.04 市場内取引 取得  
2007年04月10日 普通株 363,700 0.24 市場内取引 処分  
2007年04月11日 普通株 54,200 0.04 市場内取引 取得  
2007年04月11日 普通株 361,400 0.24 市場内取引 処分  
2007年04月12日 普通株 5,900 0.00 市場内取引 取得  
2007年04月12日 普通株 254,000 0.17 市場内取引 処分  
2007年04月13日 普通株 35,000 0.02 市場外取引 取得 貸借
2007年04月13日 普通株 375,000 0.24 市場内取引 処分  
2007年04月16日 普通株 3,600 0.00 市場内取引 取得  
2007年04月17日 普通株 80,000 0.05 市場外取引 取得 貸借
2007年04月17日 普通株 234,500 0.15 市場内取引 処分  

2007年04月18日 普通株 785,000 0.51 市場外取引 取得 貸借
2007年04月18日 普通株 16,300 0.01 市場内取引 取得  
2007年04月19日 普通株 150,000 0.10 市場外取引 取得 貸借
2007年04月19日 普通株 589,700 0.38 市場内取引 処分  
2007年04月20日 普通株 9,200 0.01 市場内取引 取得  
2007年04月20日 普通株 7,900 0.01 市場内取引 処分  
2007年04月23日 普通株 65,800 0.04 市場内取引 取得  
2007年04月23日 普通株 15,000 0.01 市場内取引 処分  
2007年04月23日 普通株 65,800 0.04 市場外取引 処分 85円

2007年04月23日 新株予約権 1,008,000 0.66 市場外取引 処分
新株予約権行使請
求 84円 

2007年04月23日 普通株 1,008,000 0.66 市場外取引 取得
新株予約権行使請
求 84円 

2007年04月24日 普通株 5,100 0.00 市場内取引 取得  
2007年04月25日 普通株 300 0.00 市場内取引 取得  
2007年04月25日 普通株 300 0.00 市場外取引 処分 87円
2007年04月26日 普通株 6,700 0.00 市場内取引 取得  
2007年04月27日 普通株 113,900 0.07 市場内取引 処分  
2007年05月01日 普通株 170,500 0.11 市場内取引 処分  

2007年05月02日 普通株 131,400 0.09 市場内取引 処分  
2007年05月07日 普通株 8,500 0.01 市場内取引 取得  
2007年05月07日 普通株 80,000 0.05 市場外取引 取得 87円
2007年05月07日 普通株 580,000 0.38 市場内取引 処分  
2007年05月08日 普通株 317,600 0.21 市場内取引 処分  

2007年05月08日 新株予約権 1,008,000 0.66 市場外取引 処分
新株予約権行使請
求 76円 

2007年05月08日 普通株 1,008,000 0.66 市場外取引 取得
新株予約権行使請
求 76円 

2007年05月09日 普通株 51,400 0.03 市場内取引 処分  
2007年05月11日 普通株 105,500 0.07 市場内取引 処分  
2007年05月14日 普通株 80,000 0.05 市場外取引 取得 貸借
2007年05月14日 普通株 452,200 0.29 市場内取引 処分  
2007年05月15日 普通株 510,900 0.33 市場内取引 処分  
2007年05月16日 普通株 615,000 0.40 市場外取引 取得 貸借
2007年05月16日 普通株 300,800 0.20 市場内取引 処分  
2007年05月17日 普通株 1,730,000 1.13 市場外取引 取得 貸借
2007年05月17日 普通株 8,200 0.01 市場内取引 取得  
2007年05月17日 普通株 400,000 0.26 市場内取引 処分  
2007年05月18日 普通株 70,000 0.05 市場外取引 取得 貸借
2007年05月18日 普通株 300 0.00 市場外取引 取得 67.3円



  
(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】 

  
②【借入金の内訳】 

  
③【借入先の名称等】 

  
  
 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）】 

2007年05月18日 普通株 255,300 0.17 市場内取引 処分  
2007年05月18日 普通株 300 0.00 市場外取引 処分 67.3円
2007年05月21日 普通株 348,600 0.23 市場内取引 処分  

2007年05月21日 新株予約権 1,680,000 1.10 市場外取引 処分
新株予約権行使請
求 63円  

2007年05月21日 普通株 1,680,000 1.10 市場外取引 取得
新株予約権行使請
求 63円 

2007年05月22日 普通株 393,500 0.26 市場内取引 処分  
2007年05月23日 普通株 366,200 0.24 市場内取引 処分  
2007年05月24日 普通株 349,200 0.23 市場内取引 処分  
2007年05月25日 普通株 335,000 0.22 市場内取引 処分  

2007年05月25日 新株予約権 840,000 0.55 市場外取引 処分
新株予約権行使請
求 63円  

2007年05月25日 普通株 840,000 0.55 市場外取引 取得
新株予約権行使請
求 63円 

2007年05月28日 普通株 322,400 0.21 市場内取引 処分  

2007年05月28日 新株予約権 1,680,000 1.10 市場外取引 処分
新株予約権行使請
求 62円  

2007年05月28日 普通株 1,680,000 1.10 市場外取引 取得
新株予約権行使請
求 62円 

2007年05月29日 普通株 342,700 0.22 市場内取引 処分  
2007年05月30日 普通株 370,000 0.24 市場内取引 処分  
2007年05月31日 普通株 315,000 0.21 市場内取引 処分  

2007年05月31日 新株予約権 1,680,000 1.10 市場外取引 処分
新株予約権行使請
求 62円  

2007年05月31日 普通株 1,680,000 1.10 市場外取引 取得
新株予約権行使請
求 62円 

2007年06月01日 普通株 225,700 0.15 市場内取引 処分  

 消費貸借取引 6/1/2007現在 相手先 リーマン ブラザーズ インターナショナル(ヨーロッパ)
6,775,000株借株 

自己資金額（U）（千円）  0 

借入金額計（V）（千円）   

その他金額計（W）（千円）   

上記（W）の内訳   

取得資金合計（千円）（U+V+W）  0 

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円） 

 該当なし       

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

 該当なし  

個人・法人の別  法人 
氏名又は名称  リーマン ブラザーズ インターナショナル (ヨーロッパ)

 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL EUROPE 

 25 バンク ストリート ロンドン E14 5LE イギリス



  
②【個人の場合】 

  
      ③【法人の場合】 

  
④【事務上の連絡先】 

  
(2）【保有目的】 

  
(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】 

住所又は本店所在地  25 BANK STREET LONDON E14 5LE U.K.

旧氏名又は名称   

旧住所又は本店所在地   

生年月日  
職業  
勤務先名称  

勤務先住所  

設立年月日 1990年9月10日 

代表者氏名 イアン ジェームソン
Ian Jameson 

代表者役職 マネージング ディレクター

事業内容 証券取引等業務

事務上の連絡先及び担当者名 リーマン・ブラザーズ証券株式会社
証券業務部 シャワー

電話番号 03（6440）3789

 証券業務及びその付随業務としての貸借取引等のディーリング業務等（発行会社の事業活動を支配す
る目的又は重要提案行為等を行う目的は有さない） 

 該当なし 

  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）   8,009,300 

新株予約権証券（株） A    － G

新株予約権付社債券（株） B － H

対象有価証券カバードワラント C I

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  8,009,300 N O

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 P

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 

Q   6,775,000 

保有株券等の数（総数） 



  
②【株券等保有割合】 

  

（M+N+O-P-Q） R   1,234,300 
保有潜在株式の数 
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) S    

発行済株式等総数（株・口） 
（平成19年6月1日現在） T  135,994,000

上記提出者の 
株券等保有割合（％） 
（R/(S+T)×100） 

 0.91 

直前の報告書に記載された 
株券等保有割合（％）  0.77 



   (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】

（割合は小数点第三位四捨五入） 

  
(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】 

  
②【借入金の内訳】 

  
③【借入先の名称等】 

  
第３【共同保有者に関する事項】 
該当なし 
  
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】 

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 
2007年04月05日 普通株 60,000 0.04 市場外取引 取得 貸借 
2007年04月16日 普通株 50,000 0.04 市場外取引 取得 貸借 
2007年04月17日 普通株 30,000 0.02 市場外取引 取得 貸借 
2007年04月18日 普通株 875,000 0.64 市場外取引 取得 貸借 
2007年04月18日 普通株 73,700 0.05 市場外取引 処分 貸借 
2007年04月19日 普通株 150,000 0.11 市場外取引 取得 貸借 
2007年04月20日 普通株 20,000 0.01 市場外取引 取得 貸借 
2007年05月09日 普通株 50,000 0.04 市場外取引 取得 貸借 
2007年05月11日 普通株 60,000 0.04 市場外取引 取得 貸借 
2007年05月14日 普通株 210,000 0.15 市場外取引 取得 貸借 
2007年05月16日 普通株 450,000 0.33 市場外取引 取得 貸借 
2007年05月17日 普通株 1,730,000 1.27 市場外取引 取得 貸借 
2007年05月18日 普通株 100,000 0.07 市場外取引 取得 貸借 
2007年05月21日 普通株 50,000 0.04 市場外取引 取得 貸借 
2007年05月22日 普通株 19,000 0.01 市場外取引 取得 貸借 
2007年05月29日 普通株 200,000 0.15 市場外取引 取得 貸借 
2007年05月30日 普通株 10,000 0.01 市場外取引 取得 貸借 

 消費貸借取引 6/1/2007現在 相手先 機関投資家 2,705,000株借株、相手先 リーマン・ブラザーズ
証券株式会社 5,254,300株借株 相手先 リーマン ブラザーズ アジア キャピタル カンパニー 
6,775,000株貸株 相手先 リーマン ブラザーズ インク 50,000株借株  

自己資金額（U）（千円）  0 

借入金額計（V）（千円）   

その他金額計（W）（千円）   

上記（W）の内訳   

取得資金合計（千円）（U+V+W）  0 

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円） 

 該当なし       

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

 該当なし  

① リーマン・ブラザーズ証券株式会社  
    
② リーマン ブラザーズ アジア キャピタル カンパニー



  
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】 

  
(2）【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】 

    LEHMAN BROTHERS ASIA CAPITAL COMPANY 
③ リーマン ブラザーズ インターナショナル (ヨーロッパ)

    LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL EUROPE 
④ リーマン ブラザーズ インク 
    LEHMAN BROTHERS INC. 

  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）   17,489,800

新株予約権証券（株） A   17,304,000 － G

新株予約権付社債券（株） B    － H

対象有価証券カバードワラント C I

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   34,793,800 N O

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 P

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 

Q   12,079,300

保有株券等の数（総数） 
（M+N+O-P-Q） R   22,714,500

保有潜在株式の数 
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) S   17,304,000

発行済株式等総数（株・口） 
（平成19年6月1日現在） T    135,994,000

上記提出者の 
株券等保有割合（％） 
（R/(S+T)×100） 

    14.82 

直前の報告書に記載された 
株券等保有割合（％）     15.67 

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（％） 

リーマン・ブラザーズ証券株式会社 0          0.00

リーマン ブラザーズ アジア キャピ
タル カンパニー      21,480,200     14.01

リーマン ブラザーズ インターナシ
ョナル（ヨーロッパ）      1,234,300     0.91

リーマン ブラザーズ インク       0     0.00

合計      22,714,500     14.82
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