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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 日本ハム株式会社

証券コード 2282

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京　大阪

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 モルガン・スタンレー証券株式会社

住所又は本店所在地 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー

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08年05月01日

代表者氏名 ジョナサン・キンドレッド

代表者役職 代表取締役

事業内容 金融商品取引業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
〒150-6008
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー
モルガン・スタンレー証券株式会社 経理部　守谷 智明

電話番号 03-5424-4771 （直）

（２）【保有目的】

証券業務等にかかる保有

（３）【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） 1,070,000

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
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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 1,070,000P Q

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

R

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

S 887,652

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 182,348

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

U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成20年10月31日現在）

V 228,445,350

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

0.08

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

0.10

（４）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約により、関連会社(Morgan Stanley ＆ Co. International PLC)に170,425株貸付、21,000株担保受入
関連会社(MS Equity Financing Services (Luxembourg)S.a.r.l)に364,114株貸付
関連会社(Morgan Stanley ＆ Co. Incorporated)より13,000株借入、332,113株貸付、21,000株担保差入

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

氏名又は名称
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド　
(Morgan Stanley ＆ Co. Incorporated)

住所又は本店所在地 1585 Broadway, New York, NY 10036

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44年12月03日

代表者氏名 ジェームス・ゴーマン

代表者役職 会長兼CEO

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
〒150-6008
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー
モルガン・スタンレー証券株式会社 経理部　守谷 智明
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電話番号 03-5424-4771 （直）

（２）【保有目的】

証券業務等にかかる保有

（３）【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） 5,884,433

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 5,884,433P Q

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

R

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

S 35,000

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 5,849,433

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

U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成20年10月31日現在）

V 228,445,350

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

2.56

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

2.72

（４）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約により、関連会社(Morgan Stanley ＆ Co. International PLC)より1,727,538株借入、22,000株担保差入
関連会社（モルガン・スタンレー証券株式会社）より332,113株借入、13,000株貸付、21,000株担保受入
関連会社(MS Equity Financing Services (Luxembourg)S.a.r.l)より609,777株借入

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

氏名又は名称
モルガン･スタンレー･アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエル
シー（Morgan Stanley & Co. International PLC）

住所又は本店所在地 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, United Kingdom

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地
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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61年10月28日

代表者氏名 ワリドー・シャラマー

代表者役職 会長

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
〒150-6008
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー
モルガン・スタンレー証券株式会社 経理部　守谷 智明

電話番号 03-5424-4771 （直）

（２）【保有目的】

証券業務等にかかる保有

（３）【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） 1,936,186

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 1,936,186P Q

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

R

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

S 1,750,538

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 185,648

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

U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成20年10月31日現在）

V 228,445,350

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

0.08
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直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

0.44

（４）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約により、関連会社(MSDW Equity Finance Services I (Cayman) Ltd.)に2,000株担保差入、1,000株担保受入
関連会社（モルガン・スタンレー証券株式会社）より170,425株借入、21,000株担保差入
関連会社(MS Equity Financing Services (Luxembourg)S.a.r.l)より126,512株借入
関連会社(Morgan Stanley ＆ Co. Incorporated)に1,727,538株貸付、22,000株担保受入

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

氏名又は名称
モルガン・スタンレー・セキュリティーズ・リミテッド　
(Morgan Stanley Securities Limited)

住所又は本店所在地 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, United Kingdom

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61年10月28日

代表者氏名 コリン・ブライス

代表者役職 取締役

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
〒150-6008
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー
モルガン・スタンレー証券株式会社 経理部　守谷 智明

電話番号 03-5424-4771 （直）

（２）【保有目的】

証券業務等に係る保有

（３）【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） 0

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
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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 Q

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

R

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

S

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 0

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

U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成20年10月31日現在）

V 228,445,350

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

-

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

0.24

（４）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当なし

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

氏名又は名称
エムエスディーダブリュ･エクイティー・ファイナンス・サービセズ I（ケイ
マン）・リミテッド　(MSDW Equity Finance Services I (Cayman) Ltd.)

住所又は本店所在地
c/o M&C Corporate Services Limited P.O. Box 309GT Ugland House,
South Church Street George Town, Grand Cayman

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10年10月05日

代表者氏名 ジョエル・シー・ホッジス

代表者役職 取締役

事業内容 有価証券及び金銭の貸付業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
〒150-6008
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー
モルガン・スタンレー証券株式会社 経理部　守谷 智明

電話番号 03-5424-4771 （直）
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（２）【保有目的】

証券貸借業務

（３）【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） 374,175

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 374,175P Q

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

R

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

S 373,175

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 1,000

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

U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成20年10月31日現在）

V 228,445,350

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

0.00

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

0.00

（４）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約により、関連会社(MS Equity Financing Services (Luxembourg)S.a.r.l)に372,175株貸付
関連会社(Morgan Stanley ＆ Co. International PLC)に1,000株担保差入、2,000株担保受入

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

氏名又は名称
モルガン・スタンレー・キャピタル　（ルクセンブルグ）　エス・エー　
（Morgan Stanley Capital (Luxembourg) SA）

住所又は本店所在地 8-10 rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg

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
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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05年11月29日

代表者氏名 スコット・フィールド・マーシャム

代表者役職 取締役

事業内容 株式連動債に関連する投資等

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
〒150-6008
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー
モルガン・スタンレー証券株式会社 経理部　守谷 智明

電話番号 03-5424-4771 （直）

（２）【保有目的】

純投資

（３）【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） 0

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 Q

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

R

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

S

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 0

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

U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成20年10月31日現在）

V 228,445,350

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

-

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

0.12
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（４）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当なし

７【提出者（大量保有者）／７】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人

氏名又は名称
エムエス・エクイティー・ファイナンシング・サービセズ（ルクセンブル
ク）エス・アー・エール・エル　(MS Equity Financing Ser
vices (Luxembourg)S.a.r.l)

住所又は本店所在地 8-10 rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg

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13年03月13日

代表者氏名 ベンジャミン・ウォーカー

代表者役職 取締役

事業内容 有価証券及び金銭の貸付業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
〒150-6008
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー
モルガン・スタンレー証券株式会社 経理部　守谷 智明

電話番号 03-5424-4771 （直）

（２）【保有目的】

証券貸借業務

（３）【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） 736,289

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
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合計（株・口） O 736,289P Q

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

R

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

S 736,289

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 0

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

U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成20年10月31日現在）

V 228,445,350

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

0.00

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

0.00

（４）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約により、関連会社（モルガン・スタンレー証券株式会社）より364,114株借入
関連会社(MSDW Equity Finance Services I (Cayman) Ltd.)より372,175株借入
関連会社(Morgan Stanley ＆ Co. International PLC)に126,512株貸付
関連会社(Morgan Stanley ＆ Co. Incorporated)に609,777株貸付

８【提出者（大量保有者）／８】

（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 モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社

住所又は本店所在地 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー

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62年02月10日

代表者氏名 ジョン・アール・アルカイヤ

代表者役職 代表取締役社長

事業内容

・日本国内外の有価証券に関する投資顧問業務及び投資一任契約にかかる業
務
・証券投資信託の委託会社としての業務
・その他前各号に付帯する一切の業務

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
〒150-6008
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー
モルガン・スタンレー証券株式会社 経理部　守谷 智明

電話番号 03-5424-4771 （直）
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（２）【保有目的】

運用を目的とした証券投資信託による保有及び投資一任契約に基づく運用を目的とした保有

（３）【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） 1,441,000

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 P Q 1,441,000

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

R

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

S

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 1,441,000

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

U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成20年10月31日現在）

V 228,445,350

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

0.63

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

0.84

（４）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当なし

９【提出者（大量保有者）／９】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人

氏名又は名称
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク
 (Morgan Stanley Investment Management Inc.)

住所又は本店所在地 522 Fifth Avenue, New York, NY 10036

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

EDINET提出書類

モルガン・スタンレー証券株式会社(E10802)

変更報告書（特例対象株券等）

12/15



勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 昭和55年09月19日

代表者氏名 スチュアート・ボハート

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
〒150-6008
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー
モルガン・スタンレー証券株式会社 経理部　守谷 智明

電話番号 03-5424-4771 （直）

（２）【保有目的】

運用を目的とした証券投資信託による保有及び投資一任契約に基づく運用を目的とした保有

（３）【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） 1,167,000

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 P Q 1,167,000

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

R

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

S

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 1,167,000

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

U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成20年10月31日現在）

V 228,445,350

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

0.51

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

0.67

（４）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
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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）モルガン・スタンレー証券株式会社

（２）モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド　(Morgan Stanley ＆ Co. Incorporated)

（３）モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー　(Morgan Stanley & Co.

 International PLC)

（４）エムエスディーダブリュ･エクイティー・ファイナンス・サービセズ I（ケイマン）・リミテッド　

(MSDW Equity Finance Services I (Cayman) Ltd.)

（５）エムエス・エクイティー・ファイナンシング・サービセズ（ルクセンブルク）エス・アー・エール・エル

 (MS Equity Financing Services (Luxembourg)S.a.r.l)

（６）モルガン・スタンレー・アセットマネジメント投信株式会社

（７）モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク　(Morgan Stanley Investment Management Inc.)

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） 10,001,083 2,608,000

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 10,001,083P Q 2,608,000

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

R

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

S 3,782,654

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 8,826,429

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

U

（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成20年10月31日現在）

V 228,445,350

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

3.86

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

5.14

（３）【共同保有における株券等保有割合の内訳】
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提出者及び共同保有者名
保有株券等の数
（総数）
（株・口）

株券等保有割
合（％）

モルガン・スタンレー証券株式会社 182,348 0.08

モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド　
(Morgan Stanley ＆ Co. Incorporated)

5,849,433 2.56

モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー　
(Morgan Stanley & Co. International PLC)

185,648 0.08

エムエスディーダブリュ･エクイティー・ファイナンス・サービセズ I（ケイマン）・
リミテッド　(MSDW Equity Finance Services I (Cayman) Ltd.)

1,000 0.00

エムエス・エクイティー・ファイナンシング・サービセズ（ルクセンブルク）エス・
アー・エール・エル (MS Equity Financing Services (Luxembourg)S.a.r.l)

0 0.00

モルガン・スタンレー・アセットマネジメント投信株式会社 1,441,000 0.63

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク　
(Morgan Stanley Investment Management Inc.)

1,167,000 0.51

合計 8,826,429 3.86
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