
   

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.26

【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 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

取締役社長  畔柳 信雄

【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号

【報告義務発生日】 平成19年10月1日

【提出日】 平成19年10月9日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 5

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】 比率１％以上の増加



   

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称  株式会社ニコン

証券コード  7731

上場・店頭の別  上場

上場金融商品取引所 東京 大阪 福岡 札幌 



   
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  株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

住所又は本店所在地  〒100-8388 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号

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  大正8年8月25日

代表者氏名  畔柳 信雄

代表者役職  頭取

事業内容   銀行業

  ④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 融資企画部 佐藤文彦

電話番号   ０３－３２４０－６９５５

 (2)【保有目的】

政策投資・退職給付信託

 (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）  12,297,157    1,500,000

新株予約権証券（株） 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 12,297,157 P 0 Q 1,500,000

信用取引により譲渡したこと R   

により控除する株券等の数 0

共同保有者間で引渡請求権等 S

の権利が存在するものとして  

控除する株券等の数  0

保有株券等の数（総数） T   

（O+P+Q-R-S） 13,797,157

保有潜在株式の数 U   

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) 0



   
  ②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）  V   

（平成19年10月1日現在） 400,101,468

上記提出者の   

3.45株券等保有割合（％）

（T/(U+V)×100）  

直前の報告書に記載された
3.72

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

該当なし     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



   

 (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

契約の種類：退職給付信託契約

契約の相手：野村信託銀行株式会社

対象株数 ：1,500,000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（W）（千円） 34,712,050千円

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）
34,712,050千円

（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（株式会社）

氏名又は名称  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

住所又は本店所在地  〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

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2年3月10日

代表者氏名  上原 治也

代表者役職  取締役社長

事業内容   信託業務・銀行業務

  ④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 日本マスタートラスト信託銀行 国内資産管理部国内資産グループ 吾妻聡

電話番号   ０３－５４０３－５３７６

 (2)【保有目的】

政策投資・純投資・退職給付信託

 (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）  9,134,000    24,651,000

新株予約権証券（株） 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 9,134,000 P 0 Q 24,651,000

信用取引により譲渡したこと R   

により控除する株券等の数 4,000

共同保有者間で引渡請求権等 S

の権利が存在するものとして  

控除する株券等の数  55,000

保有株券等の数（総数） T   

（O+P+Q-R-S） 33,726,000

保有潜在株式の数 U   

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) 0



   
  ②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）  V   

（平成19年10月1日現在） 400,101,468

上記提出者の   

8.43株券等保有割合（％）

（T/(U+V)×100）  

直前の報告書に記載された
4.44

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

平成19年8月3日 普通株式 5,000 0.00% 市場外 取得 3,848円

平成19年8月6日 普通株式 189,000 0.05% 市場内 取得

平成19年8月6日 普通株式 20,000 0.00% 市場外 処分 3,736円

平成19年8月7日 普通株式 153,000 0.04% 市場内 取得

平成19年8月8日 普通株式 2,000 0.00% 市場内 取得

平成19年8月8日 普通株式 1,000 0.00% 市場外 取得 3,943円

平成19年8月9日 普通株式 12,000 0.00% 市場内 取得

平成19年8月13日 普通株式 7,000 0.00% 市場内 取得

平成19年8月13日 普通株式 31,000 0.01% 市場内 処分

平成19年8月15日 普通株式 1,000 0.00% 市場内 処分

平成19年8月20日 普通株式 6,000 0.00% 市場外 処分 3,091円

平成19年8月21日 普通株式 39,000 0.01% 市場外 取得 3,182円

平成19年8月24日 普通株式 37,000 0.01% 市場外 取得 3,366円

平成19年8月24日 普通株式 7,000 0.00% 市場外 処分 3,292円

平成19年8月24日 普通株式 7,000 0.00% 市場外 取得 現物移管

平成19年8月24日 普通株式 7,000 0.00% 市場外 処分 現物移管

平成19年8月30日 普通株式 87,000 0.02% 市場内 取得

平成19年8月30日 普通株式 15,000 0.00% 市場外 取得 3,559円

平成19年8月31日 普通株式 14,000 0.00% 市場内 取得

平成19年8月31日 普通株式 1,000 0.00% 市場外 取得 3,550円

平成19年9月3日 普通株式 8,000 0.00% 市場外 処分 3,628円

平成19年9月4日 普通株式 1,000 0.00% 市場内 取得

平成19年9月4日 普通株式 4,000 0.00% 市場外 取得 3,568円

平成19年9月7日 普通株式 59,000 0.01% 市場内 取得

平成19年9月10日 普通株式 12,000 0.00% 市場外 取得 3,311円

平成19年9月11日 普通株式 3,000 0.00% 市場内 取得

平成19年9月12日 普通株式 24,000 0.01% 市場内 取得

平成19年9月12日 普通株式 73,000 0.02% 市場外 処分 現物移管

平成19年9月13日 普通株式 22,000 0.01% 市場外 取得 3,417円

平成19年9月13日 普通株式 100,000 0.02% 市場内 処分

平成19年9月14日 普通株式 59,000 0.01% 市場内 取得

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



平成19年9月18日 普通株式 3,000 0.00% 市場内 取得

平成19年9月18日 普通株式 2,000 0.00% 市場外 処分 3,525円

平成19年9月20日 普通株式 210,000 0.05% 市場内 取得

平成19年9月20日 普通株式 1,000 0.00% 市場外 取得 3,738円

平成19年9月21日 普通株式 252,000 0.06% 市場内 取得

平成19年9月21日 普通株式 140,000 0.03% 市場外 取得 3,735円

平成19年9月25日 普通株式 382,000 0.10% 市場内 取得

平成19年9月25日 普通株式 4,000 0.00% 市場内 処分

平成19年9月26日 普通株式 91,000 0.02% 市場外 取得 3,896円

平成19年9月26日 普通株式 10,000 0.00% 市場外 処分  貸借
（貸）

平成19年9月28日 普通株式 125,000 0.03% 市場内 処分

平成19年10月1日 普通株式 25,000 0.01% 市場外 処分  貸借
（貸）

平成19年10月1日 普通株式 12,245,000 3.06% 市場外 取得 現物移管

平成19年10月1日 普通株式 420,000 0.10% 市場外 処分 現物移管

以上     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



   

 (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

信用取引保証金代用有価証券 日興シティグループ証券 3,000株

株券消費貸借契約（貸株） ＩＢＪインターナショナル 38,000株

株券消費貸借契約（貸株） ユービーエス証券会社 77,000株

株券消費貸借契約（貸株） 三菱ＵＦＪ証券 55,000株

退職給付信託契約 野村信託銀行 1,827,000株

（上記三菱UFJ証券に貸付している株券は、三菱UFJ信託銀行と日本マスタートラスト

信託銀行が共同受託している株券である事から、上記株券消費貸借契約書上、

日本マスタートラスト信託銀行が契約者となっています。）

 (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） 7,553,818千円

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円） 43,908,308千円

上記（Y）の内訳  信託財産

取得資金合計（千円）
51,462,126千円

（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

   

   

   

   

   

   

   

   



   

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）

氏名又は名称  三菱ＵＦＪ証券株式会社

住所又は本店所在地  〒100-6317 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号

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23年3月4日

代表者氏名  青木 広久

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】

事務上の連絡先及び担当者名 三菱ＵＦＪ証券株式会社 経営企画部 中野 真一

電話番号   ０３－６２１３－６５８８

 (2)【保有目的】

政策投資 及び 商品有価証券勘定にて保有するもの

 (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）  1,214,359     

新株予約権証券（株） A   － H  

新株予約権付社債券（株） B 0  － I  

対象有価証券カバードワラント C 0   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 1,214,359 P 0 Q 0

信用取引により譲渡したこと R   

により控除する株券等の数 50,000

共同保有者間で引渡請求権等 S

の権利が存在するものとして  

控除する株券等の数  145,000

保有株券等の数（総数） T   

（O+P+Q-R-S） 1,019,359

保有潜在株式の数 U   

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) 0



   
  ②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）  V    

（平成19年10月1日現在） 400,101,468

上記提出者の   

0.25株券等保有割合（％）  

（T/(U+V)×100）  

直前の報告書に   
0.26

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

平成19年8月3日 普通株式 22,000 0.01% 市場内取引 取得

平成19年8月3日 普通株式 8,000 0.00% 市場外取引 処分 3,855円

平成19年8月3日 普通株式 19,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年8月6日 普通株式 43,000 0.01% 市場内取引 取得

平成19年8月6日 普通株式 22,000 0.01% 市場内取引 処分

平成19年8月7日 普通株式 15,000 0.00% 市場内取引 取得

平成19年8月7日 普通株式 1,000 0.00% 市場外取引 処分 3,945円

平成19年8月7日 普通株式 19,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年8月8日 普通株式 2,000 0.00% 市場外取引 取得 3,930円

平成19年8月8日 普通株式 8,000 0.00% 市場内取引 取得

平成19年8月8日 普通株式 4,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年8月9日 普通株式 21,000 0.01% 市場内取引 取得

平成19年8月9日 普通株式 2,000 0.00% 市場外取引 処分 3,786円

平成19年8月9日 普通株式 13,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年8月10日 普通株式 23,000 0.01% 市場内取引 取得

平成19年8月10日 普通株式 63,000 0.02% 市場外取引 処分 3,560円

平成19年8月10日 普通株式 17,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年8月13日 普通株式 66,000 0.02% 市場内取引 取得

平成19年8月13日 普通株式 1,000 0.00% 市場外取引 処分 3,608円

平成19年8月13日 普通株式 46,000 0.01% 市場内取引 処分

平成19年8月14日 普通株式 20,000 0.00% 市場外取引 取得 3,578円

平成19年8月14日 普通株式 49,000 0.01% 市場内取引 取得

平成19年8月14日 普通株式 1,000 0.00% 市場外取引 処分 3,574円

平成19年8月14日 普通株式 65,000 0.02% 市場内取引 処分

平成19年8月15日 普通株式 2,000 0.00% 市場内取引 取得

平成19年8月15日 普通株式 3,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年8月16日 普通株式 26,000 0.01% 市場外取引 取得 3,470円

平成19年8月16日 普通株式 23,000 0.01% 市場内取引 取得

平成19年8月16日 普通株式 3,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年8月17日 普通株式 20,000 0.00% 市場外取引 取得 3,120円

平成19年8月17日 普通株式 11,000 0.00% 市場内取引 取得

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

平成19年8月17日 普通株式 8,000 0.00% 市場内取引 処分



平成19年8月20日 普通株式 4,000 0.00% 市場外取引 取得 3,099円

平成19年8月20日 普通株式 83,000 0.02% 市場内取引 取得

平成19年8月20日 普通株式 53,000 0.01% 市場内取引 処分

平成19年8月21日 普通株式 80,000 0.02% 市場外取引 取得 貸借（借）

平成19年8月21日 普通株式 10,994 0.00% 市場外取引 取得 3,178円

平成19年8月21日 普通株式 69,000 0.02% 市場内取引 取得

平成19年8月21日 普通株式 80,000 0.02% 市場外取引 処分 貸借（貸）共同保有者向

平成19年8月21日 普通株式 68,000 0.02% 市場外取引 処分 3,170円

平成19年8月21日 普通株式 19,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年8月22日 普通株式 91,000 0.02% 市場内取引 取得

平成19年8月22日 普通株式 1,000 0.00% 市場外取引 処分 3,180円

平成19年8月23日 普通株式 104,000 0.03% 市場内取引 取得

平成19年8月23日 普通株式 1,000 0.00% 市場外取引 処分 3,279円

平成19年8月23日 普通株式 4,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年8月24日 普通株式 16,000 0.00% 市場内取引 取得

平成19年8月24日 普通株式 83,000 0.02% 市場外取引 処分 3,370円

平成19年8月24日 普通株式 4,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年8月27日 普通株式 18,000 0.00% 市場内取引 取得

平成19年8月27日 普通株式 16,000 0.00% 市場外取引 処分 3,493円

平成19年8月27日 普通株式 29,000 0.01% 市場内取引 処分

平成19年8月28日 普通株式 13,000 0.00% 市場内取引 取得

平成19年8月28日 普通株式 5,000 0.00% 市場外取引 処分 3,580円

平成19年8月28日 普通株式 7,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年8月29日 普通株式 44,000 0.01% 市場内取引 取得

平成19年8月29日 普通株式 1,000 0.00% 市場外取引 処分 3,418円

平成19年8月29日 普通株式 33,000 0.01% 市場内取引 処分

平成19年8月30日 普通株式 4,000 0.00% 市場外取引 取得 3,550円

平成19年8月30日 普通株式 15,000 0.00% 市場内取引 取得

平成19年8月30日 普通株式 11,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年8月31日 普通株式 65,000 0.02% 市場内取引 取得

平成19年8月31日 普通株式 3,000 0.00% 市場外取引 処分 3,552円

平成19年8月31日 普通株式 78,000 0.02% 市場内取引 処分

平成19年9月3日 普通株式 122,000 0.03% 市場内取引 取得

平成19年9月3日 普通株式 96,000 0.02% 市場内取引 処分

平成19年9月4日 普通株式 12,983 0.00% 市場外取引 取得 3,552円

平成19年9月4日 普通株式 35,000 0.01% 市場内取引 取得

平成19年9月4日 普通株式 4,000 0.00% 市場外取引 処分 3,537円

平成19年9月4日 普通株式 56,000 0.01% 市場内取引 処分

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

平成19年9月5日 普通株式 1,000 0.00% 市場内取引 取得

平成19年9月5日 普通株式 1,000 0.00% 市場外取引 処分 3,600円

平成19年9月5日 普通株式 8,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年9月6日 普通株式 97,000 0.02% 市場内取引 取得

平成19年9月6日 普通株式 5,000 0.00% 市場外取引 処分 3,455円



平成19年9月6日 普通株式 96,000 0.02% 市場内取引 処分

平成19年9月7日 普通株式 2,000 0.00% 市場内取引 取得

平成19年9月7日 普通株式 2,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年9月10日 普通株式 4,000 0.00% 市場内取引 取得

平成19年9月10日 普通株式 5,000 0.00% 市場外取引 処分 3,319円

平成19年9月11日 普通株式 2,000 0.00% 市場外取引 取得 3,441円

平成19年9月11日 普通株式 40,000 0.01% 市場外取引 取得 貸借（貸）共同保有者より返還

平成19年9月11日 普通株式 2,000 0.00% 市場内取引 取得

平成19年9月11日 普通株式 60,000 0.01% 市場外取引 処分 貸借（借）

平成19年9月11日 普通株式 7,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年9月12日 普通株式 4,000 0.00% 市場内取引 取得

平成19年9月12日 普通株式 7,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年9月13日 普通株式 20,000 0.00% 市場外取引 取得 貸借（貸）共同保有者より返還

平成19年9月13日 普通株式 20,000 0.00% 市場外取引 取得 3,390円

平成19年9月13日 普通株式 11,000 0.00% 市場内取引 取得

平成19年9月13日 普通株式 24,000 0.01% 市場内取引 処分

平成19年9月14日 普通株式 309,000 0.08% 市場内取引 取得

平成19年9月14日 普通株式 15,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年9月18日 普通株式 5,000 0.00% 市場内取引 取得

平成19年9月18日 普通株式 4,000 0.00% 市場外取引 処分 3,534円

平成19年9月18日 普通株式 4,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年9月19日 普通株式 11,000 0.00% 市場内取引 取得

平成19年9月19日 普通株式 6,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年9月20日 普通株式 995 0.00% 市場外取引 取得 3,770円

平成19年9月20日 普通株式 3,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年9月21日 普通株式 3,000 0.00% 市場外取引 取得 3,745円

平成19年9月21日 普通株式 1,000 0.00% 市場外取引 処分 3,740円

平成19年9月21日 普通株式 22,000 0.01% 市場外取引 処分 貸借（借）

平成19年9月21日 普通株式 7,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年9月25日 普通株式 320,000 0.08% 市場外取引 取得 3,725円

平成19年9月25日 普通株式 21,000 0.01% 市場内取引 取得

平成19年9月25日 普通株式 322,000 0.08% 市場外取引 処分 3,770円

平成19年9月25日 普通株式 2,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年9月26日 普通株式 10,000 0.00% 市場外取引 取得 貸借（借）

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

平成19年9月26日 普通株式 7,000 0.00% 市場内取引 取得

平成19年9月26日 普通株式 10,000 0.00% 市場外取引 処分 貸借（貸）共同保有者向

平成19年9月26日 普通株式 1,000 0.00% 市場外取引 処分 3,911円

平成19年9月26日 普通株式 2,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年9月27日 普通株式 22,000 0.01% 市場外取引 取得 貸借（借）

平成19年9月27日 普通株式 25,000 0.01% 市場内取引 取得

平成19年9月27日 普通株式 55,000 0.01% 市場内取引 処分

平成19年9月28日 普通株式 16,000 0.00% 市場内取引 取得

平成19年9月28日 普通株式 13,000 0.00% 市場内取引 処分



平成19年10月1日 普通株式 25,000 0.01% 市場外取引 取得 貸借（借）

平成19年10月1日 普通株式 17,000 0.00% 市場内取引 取得

平成19年10月1日 普通株式 25,000 0.01% 市場外取引 処分 貸借（貸）共同保有者向

平成19年10月1日 普通株式 1,000 0.00% 市場内取引 処分

以上     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



   

 (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

貸借（借株）  以下2件いずれも株券消費貸借契約による

  日本マスタートラスト信託銀行株式会社：５５，０００株

  日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社：９０，０００株

貸借 (借株）  特約付株券消費貸借契約による 

  増田 義和：２２，０００株

貸借(貸株）  株券消費貸借契約による  

  三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナショナル：１４５，０００株  

貸借(貸株）  貸借取引貸出規程二条（貸借契約）「約諾書」に基づく品貸取引  

  日本証券金融株式会社：３５０，０００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（W）（千円） 3,275,656千円

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳  内、貸借取引による保有167,000株

取得資金合計（千円）
3,275,656千円

（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

   

   

   

   

   

   

   

   



   

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）

氏名又は名称  三菱ＵＦＪ投信株式会社

住所又は本店所在地  〒100-8212  東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

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60年8月1日

代表者氏名  後藤 俊夫

代表者役職  取締役社長

事業内容   投資信託の委託会社としての業務ならびに投資顧問業務

  ④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 三菱ＵＦＪ投信株式会社 リスク管理部 シニアマネジャー 和田 修一

電話番号   ０３－６２５０－４８５２

 (2)【保有目的】

純投資

 (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）      2,135,000

新株予約権証券（株） 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 0 Q 2,135,000

信用取引により譲渡したこと R   

により控除する株券等の数 2,000

共同保有者間で引渡請求権等 S

の権利が存在するものとして  

控除する株券等の数  0

保有株券等の数（総数） T   

（O+P+Q-R-S） 2,133,000

保有潜在株式の数 U   

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) 0



   
  ②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）  V   

（平成19年10月1日現在） 400,101,468

上記提出者の   

0.53株券等保有割合（％）

（T/(U+V)×100）  

直前の報告書に記載された
0.71

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

平成19年8月3日 普通株式 12,000 0.00% 市場外取引 取得 3,849円

平成19年8月3日 普通株式 1,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年8月7日 普通株式 8,000 0.00% 市場内取引 取得

平成19年8月7日 普通株式 2,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年8月9日 普通株式 11,000 0.00% 市場外取引 処分 3,829円

平成19年8月10日 普通株式 1,000 0.00% 市場外取引 取得 3,560円

平成19年8月13日 普通株式 12,000 0.00% 市場外取引 取得 3,604円

平成19年8月13日 普通株式 15,000 0.00% 市場内取引 取得

平成19年8月15日 普通株式 1,000 0.00% 市場内取引 取得

平成19年8月16日 普通株式 7,000 0.00% 市場内取引 取得

平成19年8月17日 普通株式 1,000 0.00% 市場外取引 取得 3,100円

平成19年8月17日 普通株式 5,000 0.00% 市場外取引 処分 3,141円

平成19年8月17日 普通株式 78,000 0.02% 市場内取引 取得

平成19年8月17日 普通株式 2,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年8月20日 普通株式 3,000 0.00% 市場内取引 取得

平成19年8月21日 普通株式 2,000 0.00% 市場外取引 取得 3,170円

平成19年8月21日 普通株式 4,000 0.00% 市場内取引 取得

平成19年8月23日 普通株式 14,000 0.00% 市場外取引 取得 3,284円

平成19年8月23日 普通株式 4,000 0.00% 市場内取引 取得

平成19年8月27日 普通株式 2,000 0.00% 市場内取引 取得

平成19年8月27日 普通株式 7,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年8月29日 普通株式 3,000 0.00% 市場外取引 取得 3,423円

平成19年8月30日 普通株式 1,000 0.00% 市場内取引 取得

平成19年8月30日 普通株式 2,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年8月31日 普通株式 40,000 0.01% 市場外取引 処分 3,620円

平成19年9月3日 普通株式 2,000 0.00% 市場内取引 取得

平成19年9月4日 普通株式 6,000 0.00% 市場外取引 取得 3,559円

平成19年9月4日 普通株式 2,000 0.00% 市場内取引 取得

平成19年9月5日 普通株式 1,000 0.00% 市場外取引 取得 3,542円

平成19年9月5日 普通株式 2,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年9月6日 普通株式 2,000 0.00% 市場内取引 取得

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

平成19年9月6日 普通株式 2,000 0.00% 市場内取引 処分



平成19年9月10日 普通株式 14,000 0.00% 市場外取引 取得 3,310円

平成19年9月10日 普通株式 10,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年9月11日 普通株式 3,000 0.00% 市場内取引 取得

平成19年9月14日 普通株式 2,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年9月19日 普通株式 3,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年9月20日 普通株式 14,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年9月21日 普通株式 1,000 0.00% 市場外取引 取得 3,738円

平成19年9月21日 普通株式 1,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年9月25日 普通株式 2,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年9月26日 普通株式 2,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年9月27日 普通株式 3,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年9月28日 普通株式 12,000 0.00% 市場内取引 処分

平成19年10月1日 普通株式 13,000 0.00% 市場内取引 処分

以上     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



   

 (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当無し

 

 

 

 

 (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） 6,411,752千円

上記（Y）の内訳  投資信託財産等による取得

取得資金合計（千円）
6,411,752千円

（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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

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）

氏名又は名称  エム・ユー投資顧問株式会社

住所又は本店所在地  〒103-0022 東京都中央区日本橋室町三丁目２番１５号

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5年9月27日

代表者氏名  後藤 幹男

代表者役職  取締役社長

事業内容   投資顧問業

  ④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 エム・ユー投資顧問株式会社 事務管理部 大塚 文雄

電話番号   03-5202-1806

 (2)【保有目的】

信託財産の純投資

 (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）      432,000

新株予約権証券（株） 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 0 Q 432,000

信用取引により譲渡したこと R   

により控除する株券等の数 0

共同保有者間で引渡請求権等 S

の権利が存在するものとして  

控除する株券等の数  0

保有株券等の数（総数） T   

（O+P+Q-R-S） 432,000

保有潜在株式の数 U   

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) 0



   
  ②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）  V   

（平成19年10月1日現在） 400,101,468

上記提出者の   

0.11株券等保有割合（％）

（T/(U+V)×100）  

直前の報告書に記載された
0.10

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

平成19年8月13日 株券（普通株式） 4,000 0.00% 市場外 処分 3,560円

平成19年8月20日 株券（普通株式） 2,000 0.00% 市場外 処分 3,130円

平成19年8月29日 株券（普通株式） 3,000 0.00% 市場内 取得

平成19年9月4日 株券（普通株式） 1,000 0.00% 市場内 取得

平成19年9月6日 株券（普通株式） 3,000 0.00% 市場外 取得 3,455円

平成19年10月1日 株券（普通株式） 8,000 0.00% 市場外 取得 3,945円

平成19年10月1日 株券（普通株式） 2,000 0.00% 市場外 処分 3,930円

以上     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



   

 (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当なし

 

 

 

 

 (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） 1,282,694千円

上記（Y）の内訳  顧客からの信託財産

取得資金合計（千円）
1,282,694千円

（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

 1【共同保有者／1】

 (1)【共同保有者の概要】

 (2)【上記共同保有者の保有株券等の内訳】

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)株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

(2)三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

(3)三菱ＵＦＪ証券株式会社

(4)三菱ＵＦＪ投信株式会社

(5)エム・ユー投資顧問株式会社

(6)  

(7)  

(8)  

(9)  

(10)  

(11)  

(12)  

 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）  22,645,516  0  28,718,000

新株予約権証券（株） A 0  － H 0

新株予約権付社債券（株） B 0  － I 0

対象有価証券カバードワラント C 0   J 0

株券預託証券  0    0

株券関連預託証券 D 0   K 0

株券信託受益証券  0    0

株券関連信託受益証券 E 0   L 0

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 22,645,516 P 0 Q 28,718,000

信用取引により譲渡したこと R   

により控除する株券等の数 56,000

共同保有者間で引渡請求権等 S

の権利が存在するものとして  

控除する株券等の数  200,000

保有株券等の数（総数） T   

（O+P+Q-R-S） 51,107,516

保有潜在株式の数 U   

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) 0



 (2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） V   

（平成19年10月1日現在） 400,101,468

上記提出者の

12.77株券等保有割合（％）

（T/(U+V)×100）

直前の報告書に記載された
9.28

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(％)

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 13,797,157 3.45

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 33,726,000 8.43

三菱ＵＦＪ証券株式会社 1,019,359 0.25

三菱ＵＦＪ投信株式会社 2,133,000 0.53

エム・ユー投資顧問株式会社 432,000 0.11

  

  

  

  

  

合計 5 51,107,516 12.77
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