
 

【表紙】
 

【提出書類】 変更報告書No.14

【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】 弁護士　平川　修

【住所又は本店所在地】

 

東京都港区六本木一丁目6-1　泉ガーデンタワー

アンダーソン・毛利・友常法律事務所

 

【報告義務発生日】 平成21年8月12日

【提出日】 平成21年9月18日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 21名

【提出形態】 その他

【変更報告書提出事由】
株券等保有割合が1％以上減少したこと及び共同保有者が減

少したこと
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第１ 【発行者に関する事項】

 

発行者の名称 旭テック株式会社

証券コード 5606

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 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（外国会社）

氏名又は名称
アールエイチジェイ・インターナショナル・エスエー

(RHJ International SA)

住所又は本店所在地 ベルギー国　ブリュッセル1050　ルイーズアベニュー326

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 2004年6月28日

代表者氏名 ルディガー・シュミッド・クーンホッファー

代表者役職 ジェネラルカウンセル

事業内容 持株会社

 

④ 【事務上の連絡先】
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事務上の連絡先及び担当者名

〒106-6036
東京都港区六本木一丁目6-1　泉ガーデンタワー
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士　小林　英治　／　佐橋　雄介

電話番号 03(6888)-1000

 

(2) 【保有目的】

 

重要提案行為等を行うこと及び長期投資

 

(3) 【重要提案行為等】
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(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)286,314,061   

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　286,314,061P 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　286,314,061

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21年8月7日現在)

V　476,723,658

上記提出者の
株券等保有割合(％)
(T／(U＋V)×100)

60.06％

直前の報告書に記載された
株券等保有割合(％)

60.06％
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(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       
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(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

 

有価証券質権設定契約

提出者は、平成18年2月24日付発行者及び担保エージェントとしての株式会社あおぞら銀行との間の有価証券質権設定

契約（優先）及び同日付発行者及び担保エージェントとしての株式会社あおぞら銀行との間の有価証券質権設定契約

（劣後）並びに平成19年1月9日付発行者及び担保エージェントとしての株式会社あおぞら銀行との間の有価証券質権

設定契約（優先）第一変更契約及び同日付発行会社及び担保エージェントとしての株式会社あおぞら銀行との間の有

価証券質権設定契約（劣後）第一変更契約に基づき、提出者が保有する発行者の株式を全て、発行者による借入の担保

として差し入れる義務を負っている。

そのため、提出者が保有する発行者の株式の全てである、普通株式252,929,745株、A種優先株式22,858,000株、B種優先

株式10,526,316株につき、担保差入れがなされている。

 

優先株式

提出者の保有株式のうち22,858,000株は議決権のあるA種優先株式である。A種優先株式には普通株式への取得請求権

が付されており、①取得を請求し得べき期間は平成15年10月1日より平成25年9月30日、②取得価額は、当初は70円であ

るが、価額修正条項の適用がある。また取得を請求し得べき期間に取得請求のなかったA種優先株式は、取得を請求し得

べき期間の末日の翌日をもって一斉に取得され、これと引換えに、A種優先株式1株につき70円を同期間の末日における

取得価額で除して得られる数の普通株式が交付される。

提出者の保有株式のうち10,526,316株は議決権のあるB種優先株式である。B種優先株式には普通株式への取得請求権

が付されており、①取得を請求し得べき期間は平成18年3月28日より平成28年9月30日、②取得価額は、当初は285円であ

るが、価額修正条項の適用がある。また取得を請求し得べき期間に取得請求のなかったB種優先株式は、取得を請求し得

べき期間の末日の翌日をもって一斉に取得され、これと引換えに、B種優先株式1株につき285円を同期間の末日におけ

る取得価額で除して得られる数の普通株式が交付される。 

 

株主間契約

提出者と三井物産株式会社との間及び提出者とその他の全共同保有者との間には、それぞれ、発行者の役員の選任に関

する議決権行使の合意が存在する。

そのため、提出者にかかる株券等保有割合は、提出者、提出者のみなし共同保有者であるジャパン・キャスティング・

Ⅲ・エルピー、ジャパン・キャスティング・Ⅳ・エルピー、共同保有者である三井物産株式会社及びその他の全共同保

有者のそれぞれの保有株式を合計して算出され、81.72％となる。
 

 

(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) 20,730,803

借入金額計(X)(千円)  

その他金額計(Y)(千円) 0

上記(Y)の内訳

普通株式のうち29,010,000株及びA種優先株式22,858,000株併せて51,868,000株
については、Japan Casting L.P.及びJapan Casting Ⅱ L.P.の解散に伴い、保有
資産の現物分配として株式を取得した。上記20,730,803千円はB種優先株式
10,526,316株の取得及び普通株式のうち上記29,010,000株を除くものの取得に
かかるものである。

取得資金合計(千円)
(W＋X＋Y)

20,730,803

 

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)

該当なし      
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③ 【借入先の名称等】

 

名称(支店名) 代表者氏名 所在地

該当なし   
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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（リミテッド・パートナーシップ）

氏名又は名称
ジャパン・キャスティング・Ⅲ・エルピー

(Japan Casting Ⅲ L.P.)

住所又は本店所在地
ケイマン諸島グランドケイマン、ジョージ・タウン、メアリーストリート、

ウォーカーハウス、私書箱908GT

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 2001年5月16日

代表者氏名
ジェイシーホールディングス Ⅱ・リミテッド、ルディガー・シュミッド・

クーンホッファー　(JC Holdings Ⅱ Ltd., Rüdiger Schmid-Kühnhöfer)

代表者役職 ジェネラル・パートナー

事業内容 自動車部品製造会社への投資を目的とする投資事業体

 

④ 【事務上の連絡先】

 

事務上の連絡先及び担当者名

〒106-6036
東京都港区六本木一丁目6-1　泉ガーデンタワー
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士　小林　英治　／　佐橋　雄介

電話番号 03(6888)-1000

 

(2) 【保有目的】

 

重要提案行為を行うこと及び長期投資
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(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)5,714,000   

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　5,714,000 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　5,714,000

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21年8月7日現在)

V　476,723,658

上記提出者の
株券等保有割合(％)
(T／(U＋V)×100)

1.20％

直前の報告書に記載された
株券等保有割合(％)

1.20％
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(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       
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(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

 

優先株式
提出者の保有する株式のすべては、議決権のあるA種優先株式である。A種優先株式には普通株式への取得請求権が付さ
れており、①取得を請求し得べき期間は平成15年10月1日より平成25年9月30日、②取得価額は、当初は70円であるが、価
額修正条項の適用がある。また取得を請求し得べき期間に取得請求のなかったA種優先株式は、取得を請求し得べき期間
の末日の翌日をもって一斉に取得され、これと引換えにA種優先株式1株あたり70円を同期間の末日における取得価額で
除して得られる数の普通株式が交付される。

 

(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) 399,980

借入金額計(X)(千円) 0

その他金額計(Y)(千円)  

上記(Y)の内訳  

取得資金合計(千円)
(W＋X＋Y)

399,980

 

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)

該当なし      

      

      

      

      

 

③ 【借入先の名称等】

 

名称(支店名) 代表者氏名 所在地

該当なし   
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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（リミテッド・パートナーシップ）

氏名又は名称
ジャパン・キャスティング・Ⅳ・エルピー

(Japan Casting Ⅳ L.P.)

住所又は本店所在地
ケイマン諸島グランドケイマン、ジョージ・タウン、メアリーストリート、

ウォーカーハウス、ウォーカーズ・エスピーブイ・リミテッド気付

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 2004年2月5日

代表者氏名
ジェイシーホールディングス Ⅳ・リミテッド、ルディガー・シュミッド・

クーンホッファー　(JC Holdings Ⅳ Ltd., Rüdiger Schmid-Kühnhöfer)

代表者役職 ジェネラル・パートナー

事業内容 自動車部品製造会社への投資を目的とする投資事業体

 

④ 【事務上の連絡先】

 

事務上の連絡先及び担当者名

〒106-6036
東京都港区六本木一丁目6-1　泉ガーデンタワー
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士　小林　英治　／　佐橋　雄介

電話番号 03(6888)-1000

 

(2) 【保有目的】

 

発行者の経営陣のためのインセンティブ・プランを設定すること
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(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)435,000   

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　435,000 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　435,000

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21年8月7日現在)

V　476,723,658

上記提出者の
株券等保有割合(％)
(T／(U＋V)×100)

0.09％

直前の報告書に記載された
株券等保有割合(％)

0.09％
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(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       
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(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(W)(千円) 87,000

借入金額計(X)(千円) 0

その他金額計(Y)(千円)  

上記(Y)の内訳  

取得資金合計(千円)
(W＋X＋Y)

87,000

 

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)

該当なし      

      

      

      

      

 

③ 【借入先の名称等】

 

名称(支店名) 代表者氏名 所在地

該当なし   
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第３ 【共同保有者に関する事項】

１ 【共同保有者／１】

(1) 【共同保有者の概要】

① 【共同保有者】

 

個人・法人の別 法人

氏名又は名称 三井物産株式会社

住所又は本店所在地 東京都千代田区大手町一丁目２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 1947年7月25日

代表者氏名 飯島　彰巳

代表者役職 代表取締役社長

事業内容 総合商社

 

④ 【事務上の連絡先】

 

事務上の連絡先及び担当者名
〒100-0004　東京都千代田区大手町一丁目２番１号

三井物産株式会社　薄ヶ谷　輝之

電話番号 03-3285-8087
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(2) 【上記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) 56,895,631   

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　56,895,631 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　56,895,631

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21年8月7日現在)

V　476,723,658

上記提出者の
株券等保有割合(％)
(T／(U＋V)×100)

11.93％

直前の報告書に記載された
株券等保有割合(％)

11.93％
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２ 【共同保有者／２】

(1) 【共同保有者の概要】

① 【共同保有者】

 

個人・法人の別 法人（リミテッド・ライアビリティ・カンパニー）

氏名又は名称
メタルダイン・インベストメント・ファンド・ワン・エルエルシー

（Metaldyne Investment Fund I, LLC)

住所又は本店所在地 米国、コネチカット州グリーンウィッチ、レイルロードアベニュー55

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 2002年4月1日

代表者氏名

ハートランド・インダストリアル・アソシエイツ・エルエルシー、ダニエル

・P・トレッドウェル　（Heartland Industrial Associates,LLC，Daniel

P.Tredwell)

代表者役職 マネージング・メンバー

事業内容 プライベート・エクイティ投資

 

④ 【事務上の連絡先】

 

事務上の連絡先及び担当者名

〒100-8222　東京都千代田区丸の内２丁目６番１号　丸の内パークビルディ

ング

森・濱田松本法律事務所　弁護士　藤田　浩　弁護士　四元　弘子　弁護士　小山
　洋平　弁護士　代　宗剛

電話番号 03-6266-8526
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(2) 【上記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) 31,946,245   

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　31,946,245 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　31,946,245

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21年8月7日現在)

V　476,723,658

上記提出者の
株券等保有割合(％)
(T／(U＋V)×100)

6.70％

直前の報告書に記載された
株券等保有割合(％)

7.14％
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３ 【共同保有者／３】

(1) 【共同保有者の概要】

① 【共同保有者】

 

個人・法人の別 法人（リミテッド・パートナーシップ）

氏名又は名称
エイチアイピー・サイドバイサイド・パートナーズ・エルピー

（HIP Side-by-Side Partners,L.P.)

住所又は本店所在地 米国、コネチカット州グリーンウィッチ、レイルロードアベニュー55

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 2002年6月5日

代表者氏名

ハートランド・インダストリアル・アソシエイツ・エルエルシー、ダニエル

・P・トレッドウェル　（Heartland Industrial Associates,LLC，Daniel P.

Tredwell) 

代表者役職 マネージング・メンバー

事業内容 プライベート・エクイティ投資

 

④ 【事務上の連絡先】

 

事務上の連絡先及び担当者名

〒100-8222　東京都千代田区丸の内２丁目６番１号　丸の内パークビルディ

ング

森・濱田松本法律事務所　弁護士　藤田　浩　弁護士　四元　弘子　弁護士　小山　
洋平　弁護士　代　宗剛

電話番号 03-6266-8526
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(2) 【上記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) 2,069,301   

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　2,069,301 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　2,069,301

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21年8月7日現在)

V　476,723,658

上記提出者の
株券等保有割合(％)
(T／(U＋V)×100)

0.43％

直前の報告書に記載された
株券等保有割合(％)

0.43％
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４ 【共同保有者／４】

(1) 【共同保有者の概要】

① 【共同保有者】

 

個人・法人の別 法人（リミテッド・ライアビリティ・カンパニー）

氏名又は名称
メタルダイン・インベストメント・ファンド・ツー・エルエルシー

（Metaldyne Investment FundⅡ,LLC)

住所又は本店所在地 米国、コネチカット州グリーンウィッチ、レイルロードアベニュー55

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 2002年4月1日

代表者氏名

ハートランド・インダストリアル・アソシエイツ・エルエルシー、ダニエル

・P・トレッドウェル　（Heartland Industrial Associates,LLC，Daniel

P.Tredwell) 

代表者役職 マネージング・メンバー

事業内容 プライベート・エクイティ投資

 

④ 【事務上の連絡先】

 

事務上の連絡先及び担当者名

〒100-8222　東京都千代田区丸の内２丁目６番１号　丸の内パークビルディ

ング

森・濱田松本法律事務所　弁護士　藤田　浩　弁護士　四元　弘子　弁護士　小山　
洋平　弁護士　代　宗剛

電話番号 03-6266-8526
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(2) 【上記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) 499,864   

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　499,864 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　499,864

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21年8月7日現在)

V　476,723,658

上記提出者の
株券等保有割合(％)
(T／(U＋V)×100)

0.10％

直前の報告書に記載された
株券等保有割合(％)

0.10％
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５ 【共同保有者／５】

(1) 【共同保有者の概要】

① 【共同保有者】

 

個人・法人の別 法人（リミテッド・パートナーシップ）

氏名又は名称

クレディ・スイス・ファースト・ボストン・エクイティ・パートナーズ・

エルピー

(Credit Suisse First Boston Equity Partners,L.P)

住所又は本店所在地
バミューダ諸島、エイチエム12、ハミルトン、31　チャーチストリート、リード

・ハウス

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 1998年7月17日

代表者氏名

ヘミスフィア・プライベート・エクイティ・パートナーズ・リミテッド、ケ

ネス・ローセン（Hemisphere Private Equity Partners,Ltd.，Kenneth

Lohsen) 

代表者役職 ジェネラル・パートナー

事業内容 プライベート・エクイティ投資

 

④ 【事務上の連絡先】

 

事務上の連絡先及び担当者名

〒100-8222　東京都千代田区丸の内２丁目６番１号　丸の内パークビルディ

ング

森・濱田松本法律事務所　弁護士　藤田　浩　弁護士　四元　弘子　弁護士　小山　
洋平　弁護士　代　宗剛

電話番号 03-6266-8526
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(2) 【上記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) 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21年8月7日現在)

V　476,723,658

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(％)

1.35％

 

 

EDINET提出書類

アールエイチジェイ・インターナショナル・エスエー(E10059)

変更報告書（大量保有）

26/68



６ 【共同保有者／６】

(1) 【共同保有者の概要】

① 【共同保有者】

 

個人・法人の別 法人（リミテッド・パートナーシップ）

氏名又は名称

クレディ・スイス・ファースト・ボストン・エクイティ・パートナーズ・

（バミューダ）・エルピー

(Credit Suisse First Boston EquityPartners（Bermuda),L.P.)

住所又は本店所在地
バミューダ諸島、エイチエム12、ハミルトン、31　チャーチストリート、リード

・ハウス

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 1998年7月17日

代表者氏名

ヘミスフィア・プライベート・エクイティ・パートナーズ・リミテッド、ケ

ネス・ローセン（Hemisphere Private Equity Partners,Ltd.，Kenneth

Lohsen) 

代表者役職 ジェネラル・パートナー

事業内容 プライベート・エクイティ投資

 

④ 【事務上の連絡先】

 

事務上の連絡先及び担当者名

〒100-8222　東京都千代田区丸の内２丁目６番１号　丸の内パークビルディ

ング

森・濱田松本法律事務所　弁護士　藤田　浩　弁護士　四元　弘子　弁護士　小山　
洋平　弁護士　代　宗剛

電話番号 03-6266-8526
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(2) 【上記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) 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21年8月7日現在)

V　476,723,658

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(％)

0.38％
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７ 【共同保有者／７】

(1) 【共同保有者の概要】

① 【共同保有者】

 

個人・法人の別 法人（リミテッド・ライアビリティ・カンパニー）

氏名又は名称

クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ファンド・インベストメンツ

・シックス・ホールディングス・エルエルシー

(Credit Suisse First Boston Fund Investments Ⅵ Holdings,LLC)

住所又は本店所在地 米国、ニューヨーク州、ニューヨーク、マディソンアベニュー11、16階

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 2000年6月26日

代表者氏名

クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ファンド・インベストメンツ・

シックス・エルピー、クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ファンド・

インベストメンツ・シックスーサイド・パートナーシップ・エルピー、クレ

ディ・スイス・ファースト・ボストン・インベストメント・パートナーシップ

・シックス・（バミューダ）・エルピー、ケネス・ローセン（Credit Suisse

First Boston Fund Investments Ⅵ ,L.P.，Credit Suisse First Boston

Fund Investments Ⅵ-Side Partnership L.P., Credit Suisse First Boston

Investment Partnership Ⅵ(Bermuda),L.P.,Kenneth Lohsen) 

代表者役職 メンバーズ

事業内容 プライベート・エクイティ投資

 

④ 【事務上の連絡先】

 

事務上の連絡先及び担当者名

〒100-8222　東京都千代田区丸の内２丁目６番１号　丸の内パークビルディ

ング

森・濱田松本法律事務所　弁護士　藤田　浩　弁護士　四元　弘子　弁護士　小山　
洋平　弁護士　代　宗剛

電話番号 03-6266-8526
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(2) 【上記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) 124,250   

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　124,250 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　124,250

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21年8月7日現在)

V　476,723,658

上記提出者の
株券等保有割合(％)
(T／(U＋V)×100)

0.03％

直前の報告書に記載された
株券等保有割合(％)

0.03％
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８ 【共同保有者／８】

(1) 【共同保有者の概要】

① 【共同保有者】

 

個人・法人の別 法人（リミテッド・パートナーシップ）

氏名又は名称

クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ファンド・インベストメンツ

・シックス‐ビー・（バミューダ）・エルピー

(Credit Suisse First Boston Fund Investments Ⅵ-B(Bermuda),L.P.)

住所又は本店所在地 米国、ニューヨーク州、ニューヨーク、マディソンアベニュー11、16階

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 1999年10月29日

代表者氏名
マーチャント・キャピタル・インク、ケネス・ローセン（Marchant Capital

Inc.,Kenneth Lohsen) 

代表者役職 ジェネラル・パートナー

事業内容 プライベート・エクイティ投資

 

④ 【事務上の連絡先】

 

事務上の連絡先及び担当者名

〒100-8222　東京都千代田区丸の内２丁目６番１号　丸の内パークビルディ

ング

森・濱田松本法律事務所　弁護士　藤田　浩　弁護士　四元　弘子　弁護士　小山　
洋平　弁護士　代　宗剛

電話番号 03-5220-1824
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(2) 【上記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) 29,696   

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　29,696 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

 

保有株券等の数(総数)
(O+P+Q-R-S)

T　29,696

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21年8月7日現在)

V　476,723,658

上記提出者の
株券等保有割合(％)
(T／(U＋V)×100)

0.01％

直前の報告書に記載された
株券等保有割合(％)

0.01％
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９ 【共同保有者／９】

(1) 【共同保有者の概要】

① 【共同保有者】

 

個人・法人の別 法人（リミテッド・パートナーシップ）

氏名又は名称

クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ユーエス・エグゼクティブ・

アドバイザーズ・エルピー

(Credit Suisse First Boston U.S. Executive Advisors,L.P.)

住所又は本店所在地 米国、ニューヨーク州、ニューヨーク、マディソンアベニュー11、16階

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 2000年1月14日

代表者氏名

ヘミスフィア・プライベート・エクイティ・パートナーズ・リミテッド、ケ

ネス・ローセン（Hemisphere Private Equity Partners,Ltd.，Kenneth

Lohsen) 

代表者役職 ジェネラル・パートナー

事業内容 プライベート・エクイティ投資

 

④ 【事務上の連絡先】

 

事務上の連絡先及び担当者名

〒100-8222　東京都千代田区丸の内２丁目６番１号　丸の内パークビルディ

ング

森・濱田松本法律事務所　弁護士　藤田　浩　弁護士　四元　弘子　弁護士　小山　
洋平　弁護士　代　宗剛

電話番号 03-6266-8526
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(2) 【上記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) 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21年8月7日現在)

V　476,723,658

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％
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１０ 【共同保有者／１０】

(1) 【共同保有者の概要】

① 【共同保有者】

 

個人・法人の別 法人

氏名又は名称
マスコ・コーポレーション

（Masco Corporation)

住所又は本店所在地 米国、ミシガン州、テイラー、ヴァンボーンロード21001

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 1962年6月15日

代表者氏名 ティモシー・ウォダムス(Timothy Wadhams ) 

代表者役職 社長兼CEO

事業内容 建材製造業

 

④ 【事務上の連絡先】

 

事務上の連絡先及び担当者名

〒100-8222　東京都千代田区丸の内２丁目６番１号　丸の内パークビルディ

ング

森・濱田松本法律事務所　弁護士　藤田　浩　弁護士　四元　弘子　弁護士　小山　
洋平　弁護士　代　宗剛

電話番号 03-6266-8526
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(2) 【上記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) 2,243,429   

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　2,243,429 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　2,243,429

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21年8月7日現在)

V　476,723,658

上記提出者の
株券等保有割合(％)
(T／(U＋V)×100)

0.47％

直前の報告書に記載された
株券等保有割合(％)

0.47％
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１１ 【共同保有者／１１】

(1) 【共同保有者の概要】

① 【共同保有者】

 

個人・法人の別 法人（財団）

氏名又は名称
リチャード・アンド・ジェーン・マノージアン・ファウンデーション

(Richard and Jane Manoogian Foundation)

住所又は本店所在地 米国、ミシガン州、テイラー、ヴァンボーンロード21001

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 1984年3月1日

代表者氏名 リチャード・マノージアン(Richard Manoogian) 

代表者役職 プレジデント

事業内容 非営利法人

 

④ 【事務上の連絡先】

 

事務上の連絡先及び担当者名

〒100-8222　東京都千代田区丸の内２丁目６番１号　丸の内パークビルディ

ング

森・濱田松本法律事務所　弁護士　藤田　浩　弁護士　四元　弘子　弁護士　小山　
洋平　弁護士　代　宗剛

電話番号 03-6266-8526
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(2) 【上記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) 573,463   

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　573,463 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　573,463

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21年8月7日現在)

V　476,723,658

上記提出者の
株券等保有割合(％)
(T／(U＋V)×100)

0.12％

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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１２ 【共同保有者／１２】

(1) 【共同保有者の概要】

① 【共同保有者】

 

個人・法人の別 法人

氏名又は名称
リチャード・エー・マノージアン・トラスト

(Richard A Manoogian Trust)

住所又は本店所在地 米国、ミシガン州、テイラー、ヴァンボーンロード21001

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 1981年3月12日

代表者氏名 リチャード・マノージアン(Richard Manoogian) 

代表者役職 トラスティー

事業内容 インベストメント・トラスト

 

④ 【事務上の連絡先】

 

事務上の連絡先及び担当者名

〒100-8222　東京都千代田区丸の内２丁目６番１号　丸の内パークビルディ

ング

森・濱田松本法律事務所　弁護士　藤田　浩　弁護士　四元　弘子　弁護士　小山　
洋平　弁護士　代　宗剛

電話番号 03-6266-8526
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(2) 【上記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) 538,696   

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　538,696 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　538,696

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21年8月7日現在)

V　476,723,658

上記提出者の
株券等保有割合(％)
(T／(U＋V)×100)

0.11％

直前の報告書に記載された
株券等保有割合(％)

0.11％
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１３ 【共同保有者／１３】

(1) 【共同保有者の概要】

① 【共同保有者】

 

個人・法人の別 法人

氏名又は名称
メトロポリタン・ライフ・インシュアランス・カンパニー

(Metropolitan Life Insurance Company)

住所又は本店所在地
米国、ニューヨーク州、ニューヨーク、アヴェニュー・オブ・ジ・アメリカズ

1095

旧氏名又は名称  

旧住所又は本店所在地
米国、ニューヨーク州、ロング・アイランド・シティー、1メットライフ・プ
ラザ、クイーンズ・プラザ・ノース27－01

 

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 1866年5月4日

代表者氏名 スーザン・ギャレット（Susan Garrett)

代表者役職 ディレクター

事業内容 保険業

 

④ 【事務上の連絡先】

 

事務上の連絡先及び担当者名
〒106-6123　東京都港区六本木六丁目10番１号　六本木ヒルズ森タワー

弁護士　白井　勝己　TMI総合法律事務所

電話番号 03-6438-5511
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(2) 【上記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) 513,153   

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　513,153 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　513,153

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21年8月7日現在)

V　476,723,658

上記提出者の
株券等保有割合(％)
(T／(U＋V)×100)

0.11％

直前の報告書に記載された
株券等保有割合(％)

0.11％
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１４ 【共同保有者／１４】

(1) 【共同保有者の概要】

① 【共同保有者】

 

個人・法人の別 法人

氏名又は名称
エクイティ・アセット・インベストメント・トラスト

(Equity Asset Investment Trust)

住所又は本店所在地 米国、コネチカット州、ノーウォーク、201メリット7

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 2001年8月24日

代表者氏名
ジーイー・キャピタル・エクイティ・インベストメンツ、パトリック・コク

スキ(GE Capital Equity Investments,Inc.,Patrick Kocski) 

代表者役職 マネージング・メンバー

事業内容 プライベート・エクイティ投資

 

④ 【事務上の連絡先】

 

事務上の連絡先及び担当者名

〒100-8222　東京都千代田区丸の内２丁目６番１号　丸の内パークビルディ

ング

森・濱田松本法律事務所　弁護士　藤田　浩　弁護士　四元　弘子　弁護士　小山　
洋平　弁護士　代　宗剛

電話番号 03-6266-8526
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(2) 【上記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) 513,153   

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　513,153 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　513,153

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21年8月7日現在)

V　476,723,658

上記提出者の
株券等保有割合(％)
(T／(U＋V)×100)

0.11％

直前の報告書に記載された
株券等保有割合(％)

0.11％
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１５ 【共同保有者／１５】

(1) 【共同保有者の概要】

① 【共同保有者】

 

個人・法人の別 法人（リミテッド・パートナーシップ）

氏名又は名称
ロングポイント・キャピタル・ファンド・エルピー

(LongPoint Capital Fund,L.P.)

住所又は本店所在地 米国、ニューヨーク州、ニューヨーク、フィフス・アベニュー600、23階

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 1998年8月7日

代表者氏名

ロングポイント・キャピタル・パートナーズ・エルエルシー、アイラ・ス

ター、ウィリアム・Ｃ・ウゲッタ・ジュニア、ジェラルド・Ｗ・ボイラン、

ジョン・Ａ・モルガン(LongPoint Capital Partners,LLC,Ira Starr,

William C.Eghetta Jr.,Gerard W.Boylan,John A.Morgan) 

代表者役職 マネージング・メンバー

事業内容 プライベート・エクイティ投資

 

④ 【事務上の連絡先】

 

事務上の連絡先及び担当者名

〒100-8222　東京都千代田区丸の内２丁目６番１号　丸の内パークビルディ

ング

森・濱田松本法律事務所　弁護士　藤田　浩　弁護士　四元　弘子　弁護士　小山　
洋平　弁護士　代　宗剛

電話番号 03-6266-8526
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(2) 【上記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) 503,881   

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　503,881 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　503,881

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21年8月7日現在)

V　476,723,658

上記提出者の
株券等保有割合(％)
(T／(U＋V)×100)

0.11％

直前の報告書に記載された
株券等保有割合(％)

0.11％
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１６ 【共同保有者／１６】

(1) 【共同保有者の概要】

① 【共同保有者】

 

個人・法人の別 法人（リミテッド・ライアビリティ・カンパニー）

氏名又は名称
ロングポイント・キャピタル・パートナーズ・エルエルシー

(LongPoint Capital Partners,LLC)

住所又は本店所在地 米国、ニューヨーク州、ニューヨーク、フィフス・アベニュー600　23階

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 1997年12月3日

代表者氏名

アイラ・スター、ウィリアム・Ｃ・ウゲッタ・ジュニア、ジェラルド・Ｗ・

ボイラン、ジョン・Ａ・モルガン(Ira Starr,William C.Eghetta Jr.,

Gerard W.Boylan,John A.Morgan) 

代表者役職 マネージング・メンバー

事業内容 プライベート・エクイティ投資

 

④ 【事務上の連絡先】

 

事務上の連絡先及び担当者名

〒100-8222　東京都千代田区丸の内２丁目６番１号　丸の内パークビルディ

ング

森・濱田松本法律事務所　弁護士　藤田　浩　弁護士　四元　弘子　弁護士　小山　
洋平　弁護士　代　宗剛

電話番号 03-6266-8526
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(2) 【上記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) 9,272   

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　9,272 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　9,272

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21年8月7日現在)

V　476,723,658

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％
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１７ 【共同保有者／１７】

(1) 【共同保有者の概要】

① 【共同保有者】

 

個人・法人の別 法人（リミテッド・パートナーシップ）

氏名又は名称
イーエムエー・パートナーズ・ファンド・2000・エルピー

(EMA Partners Fund 2000,L.P.)

住所又は本店所在地 米国、ニューヨーク州、ニューヨーク、マディソンアベニュー11、16階

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 2000年6月16日

代表者氏名
クレディ・スイス・（バミューダ）・リミテッド、ケネス・ローセン

(Credit Suisse(Bermuda)Limited,Kenneth Lohsen) 

代表者役職 ジェネラル・パートナー

事業内容 プライベート・エクイティ投資

 

④ 【事務上の連絡先】

 

事務上の連絡先及び担当者名

〒100-8222　東京都千代田区丸の内２丁目６番１号　丸の内パークビルディ

ング

森・濱田松本法律事務所　弁護士　藤田　浩　弁護士　四元　弘子　弁護士　小山　
洋平　弁護士　代　宗剛

電話番号 03-6266-8526
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(2) 【上記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) 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21年8月7日現在)

V　476,723,658

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(％)

0.10％
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１８ 【共同保有者／１８】

(1) 【共同保有者の概要】

① 【共同保有者】

 

個人・法人の別 法人（リミテッド・パートナーシップ）

氏名又は名称
イーエムエー・プライベート・エクイティ・ファンド・2000・エルピー

(EMA Private Equity Fund 2000,L.P.)

住所又は本店所在地 米国、ニューヨーク州、ニューヨーク、マディソンアベニュー11、16階

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 2000年7月21日

代表者氏名
クレディ・スイス・（バミューダ）・リミテッド、ケネス・ローセン

(Credit Suisse(Bermuda)Limited,Kenneth Lohsen) 

代表者役職 ジェネラル・パートナー

事業内容 プライベート・エクイティ投資

 

④ 【事務上の連絡先】

 

事務上の連絡先及び担当者名

〒100-8222　東京都千代田区丸の内２丁目６番１号　丸の内パークビルディ

ング

森・濱田松本法律事務所　弁護士　藤田　浩　弁護士　四元　弘子　弁護士　小山　
洋平　弁護士　代　宗剛

電話番号 03-6266-8526
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(2) 【上記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) 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21年8月7日現在)

V　476,723,658

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(％)

0.06％
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１９ 【共同保有者／１９】

(1) 【共同保有者の概要】

① 【共同保有者】

 

個人・法人の別 法人（リミテッド・ライアビリティ・カンパニー）

氏名又は名称
75・ウォール・ストリート・アソシエイツ・エルエルシー

(75 Wall Street Associates LLC)

住所又は本店所在地 米国、ニューヨーク州、ニューヨーク、1114アメリカズ・アヴェニュー31階

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 1999年6月29日

代表者氏名
アリアンツ・プライベート・エクイティ・パートナーズ・インク、グレゴー・

ボボウィック(Allianz Private Equity Partners Inc.,Gregor Bobowick) 

代表者役職 COO

事業内容 プライベート・エクイティ投資

 

④ 【事務上の連絡先】

 

事務上の連絡先及び担当者名

〒100-8222　東京都千代田区丸の内２丁目６番１号　丸の内パークビルディ

ング

森・濱田松本法律事務所　弁護士　藤田　浩　弁護士　四元　弘子　弁護士　小山　
洋平　弁護士　代　宗剛

電話番号 03-6266-8526
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(2) 【上記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) 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21年8月7日現在)

V　476,723,658

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(％)

0.05％
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２０ 【共同保有者／２０】

(1) 【共同保有者の概要】

① 【共同保有者】

 

個人・法人の別 法人（リミテッド・パートナーシップ）

氏名又は名称
グラハム・パートナーズ・インベストメンツ・エルピー

（Graham Partners Investments,L.P.)

住所又は本店所在地
米国、ペンシルバニア州、ニュータウン・スクエア、スイート200、ビルディン

グ２、ウェスト・チェスター・パイク3811

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 1999年9月30日

代表者氏名 スティーブン・グラハム(Steven Graham) 

代表者役職 マネージング・メンバー・オブ・アルティメット・ジェネラル・パートナー

事業内容 プライベート・エクイティ投資

 

④ 【事務上の連絡先】

 

事務上の連絡先及び担当者名

〒100-8222　東京都千代田区丸の内２丁目６番１号　丸の内パークビルディ

ング

森・濱田松本法律事務所　弁護士　藤田　浩　弁護士　四元　弘子　弁護士　小山　
洋平　弁護士　代　宗剛

電話番号 03-6266-8526
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(2) 【上記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) 235,133   

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　235,133 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　235,133

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21年8月7日現在)

V　476,723,658

上記提出者の
株券等保有割合(％)
(T／(U＋V)×100)

0.05％

直前の報告書に記載された
株券等保有割合(％)

0.05％
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２１ 【共同保有者／２１】

(1) 【共同保有者の概要】

① 【共同保有者】

 

個人・法人の別 法人（リミテッド・パートナーシップ）

氏名又は名称
グラハム・パートナーズ・インベストメンツ・（エー）・エルピー

（Graham Partners Investments(A),L.P.)

住所又は本店所在地
米国、ペンシルバニア州、ニュータウン・スクエア、スイート200、ビルディン

グ２、ウェスト・チェスター・パイク3811

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 1999年1月4日

代表者氏名 スティーブン・グラハム(Steven Graham) 

代表者役職 マネージング・メンバー・オブ・アルティメット・ジェネラル・パートナー

事業内容 プライベート・エクイティ投資

 

④ 【事務上の連絡先】

 

事務上の連絡先及び担当者名

〒100-8222　東京都千代田区丸の内２丁目６番１号　丸の内パークビルディ

ング

森・濱田松本法律事務所　弁護士　藤田　浩　弁護士　四元　弘子　弁護士　小山　
洋平　弁護士　代　宗剛

電話番号 03-6266-8526
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(2) 【上記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) 142,975   

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　142,975 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　142,975

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21年8月7日現在)

V　476,723,658

上記提出者の
株券等保有割合(％)
(T／(U＋V)×100)

0.03％

直前の報告書に記載された
株券等保有割合(％)

0.03％
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２２ 【共同保有者／２２】

(1) 【共同保有者の概要】

① 【共同保有者】

 

個人・法人の別 法人（リミテッド・パートナーシップ）

氏名又は名称
グラハム・パートナーズ・インベストメンツ・（ビー）・エルピー

（Graham Partners Investments,(B),L.P.)

住所又は本店所在地
米国、ペンシルバニア州、ニュータウン・スクエア、スイート200、ビルディン

グ２、ウェスト・チェスター・パイク3811

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 2000年3月9日

代表者氏名 スティーブン・グラハム(Steven Graham) 

代表者役職 マネージング・メンバー・オブ・アルティメット・ジェネラル・パートナー

事業内容 プライベート・エクイティ投資

 

④ 【事務上の連絡先】

 

事務上の連絡先及び担当者名

〒100-8222　東京都千代田区丸の内２丁目６番１号　丸の内パークビルディ

ング

森・濱田松本法律事務所　弁護士　藤田　浩　弁護士　四元　弘子　弁護士　小山　
洋平　弁護士　代　宗剛

電話番号 03-6266-8526
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(2) 【上記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) 135,044   

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　135,044 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　135,044

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21年8月7日現在)

V　476,723,658

上記提出者の
株券等保有割合(％)
(T／(U＋V)×100)

0.03％

直前の報告書に記載された
株券等保有割合(％)

0.03％
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２３ 【共同保有者／２３】

(1) 【共同保有者の概要】

① 【共同保有者】

 

個人・法人の別 法人（リミテッド・ライアビリティ・カンパニー）

氏名又は名称
プライベート・エクイティ・ポートフォリオ・ファンド・ツー・エルエルシー

(Private Equity Portfolio Fund Ⅱ,LLC)

住所又は本店所在地
米国、マサチューセッツ州、ボストン、メイル・ストップ・エムエー5－100-19－

06、フェデラル・ストリート100、18階

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 1999年1月28日

代表者氏名 マシュー・ジェイ・アハーン(Matthew J Ahern) 

代表者役職 ヴァイス・プレジデント

事業内容 プライベート・エクイティ投資

 

④ 【事務上の連絡先】

 

事務上の連絡先及び担当者名

〒100-8222　東京都千代田区丸の内２丁目６番１号　丸の内パークビルディ

ング

森・濱田松本法律事務所　弁護士　藤田　浩　弁護士　四元　弘子　弁護士　小山　
洋平　弁護士　代　宗剛

電話番号 03-6266-8526

 

EDINET提出書類

アールエイチジェイ・インターナショナル・エスエー(E10059)

変更報告書（大量保有）

61/68



(2) 【上記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) 102,630   

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　102,630 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　102,630

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21年8月7日現在)

V　476,723,658

上記提出者の
株券等保有割合(％)
(T／(U＋V)×100)

0.02％

直前の報告書に記載された
株券等保有割合(％)

0.02％
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２４ 【共同保有者／２４】

(1) 【共同保有者の概要】

① 【共同保有者】

 

個人・法人の別 法人（リミテッド・ライアビリティ・カンパニー）

氏名又は名称
シーアールエム・1999・エンタープライズ・ファンド・エルエルシー

(CRM 1999 Enterprise Fund, LLC)

住所又は本店所在地
米国、ニューヨーク州、ニューヨーク、マディソンアベニュー520、クレイマー

・ローゼンタール・マクグリン・エルエルシー気付

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 1999年6月25日

代表者氏名
シーアールエム・オルタナティブス・インク、カルロス・レアル(CRM

Alternatives Inc.,Carlos Leal) 

代表者役職 最高財務責任者

事業内容 プライベート・エクイティ投資

 

④ 【事務上の連絡先】

 

事務上の連絡先及び担当者名

〒100-8222　東京都千代田区丸の内２丁目６番１号　丸の内パークビルディ

ング

森・濱田松本法律事務所　弁護士　藤田　浩　弁護士　四元　弘子　弁護士　小山　
洋平　弁護士　代　宗剛

電話番号 03-6266-8526
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(2) 【上記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) 51,316   

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　51,316 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　51,316

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21年8月7日現在)

V　476,723,658

上記提出者の
株券等保有割合(％)
(T／(U＋V)×100)

0.01％

直前の報告書に記載された
株券等保有割合(％)

0.01％
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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) アールエイチジェイ・インターナショナル・エスエー(RHJ International SA)

(2) ジャパン・キャスティング・Ⅲ・エルピー(Japan Casting Ⅲ L.P.)

(3) ジャパン・キャスティング・Ⅳ・エルピー(Japan Casting Ⅳ L.P.)

(4) 三井物産株式会社

(5) メタルダイン・インベストメント・ファンド・ワン・エルエルシー（Metaldyne Investment FundⅠ,LLC)

(6) エイチアイピー・サイドバイサイド・パートナーズ・エルピー（HIP Side-by-Side Partners,L.P.)

(7) メタルダイン・インベストメント・ファンド・ツー・エルエルシー（Metaldyne Investment FundⅡ,LLC)

(8) クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ファンド・インベストメンツ・シックス・ホールディングス・エルエ

ルシー(Credit Suisse First Boston Fund Investments Ⅵ Holdings,LLC)

(9) クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ファンド・インベストメンツ・シックス‐ビー・（バミューダ）・エ

ルピー(Credit Suisse First Boston Fund Investments Ⅵ-B(Bermuda),L.P.)

(10) マスコ・コーポレーション（Masco Corporation)

(11) リチャード・アンド・ジェーン・マノージアン・ファウンデーション(Richard and Jane Manoogian Foundation)

(12) リチャード・エー・マノージアン・トラスト(Richard A.Manoogian Trust)

(13) メトロポリタン・ライフ・インシュアランス・カンパニー(Metropolitan Life Insurance Company)

(14) エクイティ・アセット・インベストメント・トラスト(Equity Asset Investment Trust)

(15) ロングポイント・キャピタル・ファンド・エルピー(LongPoint Capital Fund,L.P.)

(16) ロングポイント・キャピタル・パートナーズ・エルエルシー(LongPoint Capital Partners,LLC)

(17) グラハム・パートナーズ・インベストメンツ・エルピー（Graham Partners Investments,L.P.)

(18) グラハム・パートナーズ・インベストメンツ・（エー）・エルピー（Graham Partners Investments(A),L.P.)

(19) グラハム・パートナーズ・インベストメンツ・（ビー）・エルピー（Graham Partners Investments,(B),L.P.)

(20) プライベート・エクイティ・ポートフォリオ・ファンド・ツー・エルエルシー(Private Equity Portfolio Fund 

Ⅱ,LLC)

(21) シーアールエム・1999・エンタープライズ・ファンド・エルエルシー(CRM 1999 Enterprise Fund, LLC)

 

 

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) 389,590,193   

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
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他社株等転換株券 G  N

合計(株・口) O　389,590,193P 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　389,590,193

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

U
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(2) 【株券等保有割合】

 

発行済株式等総数(株・口)
(平成21年8月7日現在)

V　476,723,658

上記提出者の
株券等保有割合(％)
(T／(U＋V)×100)

81.72％

直前の報告書に記載された
株券等保有割合(％)

84.10％

 

(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(％)

アールエイチジェイ・インターナショナル

・エスエー

(RHJ International SA)

286,314,061 60.06

ジャパン・キャスティング・Ⅲ・エルピー

(Japan Casting Ⅲ L.P.)
5,714,000 1.20

ジャパン・キャスティング・Ⅳ・エルピー

(Japan Casting Ⅳ L.P.)
435,000 0.09

三井物産株式会社 56,895,631 11.93

メタルダイン・インベストメント・ファン

ド・ワン・エルエルシー

（Metaldyne Investment FundⅠ,LLC)

31,946,245 6.70

エイチアイピー・サイドバイサイド・パー

トナーズ・エルピー

（HIP Side-by-Side Partners,L.P.)

2,069,301 0.43

メタルダイン・インベストメント・ファン

ド・ツー・エルエルシー

（Metaldyne Investment FundⅡ,LLC)

499,864 0.10

クレディ・スイス・ファースト・ボストン

・ファンド・インベストメンツ・シックス

・ホールディングス・エルエルシー

(Credit Suisse First Boston Fund

Investments Ⅵ Holdings,LLC)

124,250 0.03

クレディ・スイス・ファースト・ボストン

・ファンド・インベストメンツ・シックス

‐ビー・（バミューダ）・エルピー

(Credit Suisse First Boston Fund

Investments Ⅵ-B(Bermuda),L.P.)

29,696 0.01

マスコ・コーポレーション

（Masco Corporation)
2,243,429 0.47
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リチャード・アンド・ジェーン・マノージ

アン・ファウンデーション

(Richard and Jane Manoogian Foundation)

573,463 0.12

リチャード・エー・マノージアン・トラス

ト

(Richard A.Manoogian Trust)

538,696 0.11

メトロポリタン・ライフ・インシュアラン

ス・カンパニー

(Metropolitan Life Insurance Company)

513,153 0.11

エクイティ・アセット・インベストメント

・トラスト

(Equity Asset Investment Trust)

513,153 0.11

ロングポイント・キャピタル・ファンド・

エルピー

(LongPoint Capital Fund,L.P.)

503,881 0.11

ロングポイント・キャピタル・パートナー

ズ・エルエルシー

(LongPoint Capital Partners,LLC)

9,272 0.00

グラハム・パートナーズ・インベストメン

ツ・エルピー

（Graham Partners Investments,L.P.)

235,133 0.05

グラハム・パートナーズ・インベストメン

ツ・（エー）・エルピー

（Graham Partners Investments(A),L.P.)

142,975 0.03

グラハム・パートナーズ・インベストメン

ツ・（ビー）・エルピー

（Graham Partners Investments,(B),L.P.)

135,044 0.03

プライベート・エクイティ・ポートフォリ

オ・ファンド・ツー・エルエルシー

(Private Equity Portfolio Fund Ⅱ,LLC)

102,630 0.02

シーアールエム・1999・エンタープライズ

・ファンド・エルエルシー

(CRM 1999 Enterprise Fund, LLC)

51,316 0.01

合　　　　　　計 389,590,193 81.72
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