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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社

証券コード 9694

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（株式会社）

氏名又は名称 株式会社日立製作所

住所又は本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目6番6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  該当なし

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9年2月1日

代表者氏名 川村　隆

代表者役職 執行役会長兼執行役社長

事業内容 電気機械器具製造業

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 法務本部 部長代理 海保 太郎

電話番号 03-3258-1111

 

(2)【保有目的】

経営支配（発行会社は、当社の子会社であり、今後とも親会社として長期的に保有していく。発行会社の完

全子会社化を目的として、必要な重要提案行為等を行なう予定である。）

 

　(3)【重要提案行為等】

該当事項なし
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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) 60,679,551  

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 　　　 60,679,551  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                                                 60,679,551

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10月8日現在）
V                                                     64,479,381

上記提出者の

株券等保有割合（％）

（T/(U+V)×100）

                                                           94.11

直前の報告書に記載された株

券等保有割合（％）
                                                           51.35

 

(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21.10.8普通株式 27,572,551株 42.76％ 市場外 取得 2,650円
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(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） 22,067,260

借入金額計（X）（千円） 51,000,000

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） 73,067,260

 

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）

株式会社みずほコー

ポレート銀行(注)
 銀行  佐藤　康博

 東京都千代田区丸の

内一丁目3番3号
２         51,000,000

(注) 株式会社みずほコーポレート銀行は、シンジケーション方式によるコミットメントライン契約に基づき、同契約におけ

る

全貸付人により、全貸付人のために委託された業務を行うエージェントである。同契約における貸付人は以下のとおり

で

ある。

株式会社みずほコーポレート銀行（代表者：佐藤　康博、所在地：東京都千代田区丸の内一丁目３番３号）

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（代表者：永易　克典、所在地：東京都千代田区丸の内二丁目７番１号）

株式会社三井住友銀行（代表者：奥　正之、所在地：東京都千代田区有楽町一丁目１番２号）

住友信託銀行株式会社（代表者：常陰　均、所在地：大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号）

みずほ信託銀行株式会社（代表者：野中　隆史、所在地：東京都中央区八重洲一丁目２番１号）

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（代表者：岡内　欣也、所在地：東京都千代田区丸の内一丁目４番５号）

中央三井信託銀行株式会社（代表者：田辺　和夫、所在地：東京都港区芝三丁目33番１号）

株式会社京都銀行（代表者：柏原　康夫、所在地：京都府京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地）

株式会社中国銀行（代表者：永島　旭、所在地：岡山県岡山市北区丸の内一丁目15番20号）

株式会社常陽銀行（代表者：鬼澤　邦夫、所在地：茨城県水戸市南町二丁目５番５号）

株式会社京葉銀行（代表者：小島　信夫、所在地：千葉県千葉市中央区富士見一丁目11番11号）

株式会社山陰合同銀行（代表者：古瀬　誠、所在地：島根県松江市魚町10番地）

株式会社千葉銀行（代表者：佐久間　英利、所在地：千葉県千葉市中央区千葉港１番２号）

株式会社西日本シティ銀行（代表者：久保田　勇夫、所在地：福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目１番１号）

株式会社肥後銀行（代表者：甲斐　隆博、所在地：熊本県熊本市練兵町１番地）

株式会社北洋銀行（代表者：横内　龍三、所在地：北海道札幌市中央区大通西三丁目11番地）

株式会社みちのく銀行（代表者：杉本　康雄、所在地：青森県青森市勝田一丁目３番１号）
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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（株式会社）

氏名又は名称 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社

住所又は本店所在地 東京都品川区東品川四丁目12番７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  該当なし

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45年9月21日

代表者氏名 小野 功

代表者役職 代表執行役 執行役社長兼取締役

事業内容 コンピュータソフトウェアの開発及び情報処理機器の販売

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 CSR本部法務部 部長 河内 延泰

電話番号 03-5780-2111

 

(2)【保有目的】

資本政策（機動的な資本政策の実行を可能とするため、自己株式を取得する。）

 

　　(3)【重要提案行為等】

該当事項なし
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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) 1,691,767    

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          1,691,767 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                                                       1,691,767

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10月8日現在）

V                                                      64,479,381

上記提出者の
株券等保有割合（％）
（T/(U+V)×100）

                                                             2.62

直前の報告書に記載された株券
等保有割合（％）

                                                             2.56
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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

平成21.8.10普通株式 16株 0.00％ 市場外 取得 2,625円

平成21.8.11普通株式 64株 0.00％ 市場外 取得 2,630円

平成21.8.12普通株式 36株 0.00％ 市場外 取得 2,630円

平成21.8.13普通株式 274株 0.00％ 市場外 取得 2,630円

平成21.8.14普通株式 20株 0.00％ 市場外 取得 2,635円

平成21.8.20普通株式 132株 0.00％ 市場外 取得 2,640円

平成21.8.21普通株式 80株 0.00％ 市場外 取得 2,640円

平成21.8.24普通株式 52株 0.00％ 市場外 取得 2,645円

平成21.8.25普通株式 40株 0.00％ 市場外 取得 2,640円

平成21.8.26普通株式 16株 0.00％ 市場外 取得 2,640円

平成21.8.27普通株式 16株 0.00％ 市場外 取得 2,640円

平成21.8.28普通株式 20株 0.00％ 市場外 取得 2,640円

平成21.8.31普通株式 152株 0.00％ 市場外 取得 2,640円

平成21.9.1普通株式 380株 0.00％ 市場外 取得 2,645円

平成21.9.2普通株式 62株 0.00％ 市場外 取得 2,645円

平成21.9.3普通株式 438株 0.00％ 市場外 取得 2,640円

平成21.9.4普通株式 132株 0.00％ 市場外 取得 2,640円

平成21.9.7普通株式 117株 0.00％ 市場外 取得 2,645円

平成21.9.8普通株式 116株 0.00％ 市場外 取得 2,650円

平成21.9.9普通株式 68株 0.00％ 市場外 取得 2,645円

平成21.9.10普通株式 192株 0.00％ 市場外 取得 2,650円

平成21.9.11普通株式 16株 0.00％ 市場外 取得 2,650円

平成21.9.14普通株式 109株 0.00％ 市場外 取得 2,645円

平成21.9.15普通株式 198株 0.00％ 市場外 取得 2,645円

平成21.9.16普通株式 32株 0.00％ 市場外 取得 2,645円

平成21.9.17普通株式 84株 0.00％ 市場外 取得 2,645円

平成21.9.18普通株式 128株 0.00％ 市場外 取得 2,650円

平成21.9.24普通株式 48株 0.00％ 市場外 取得 2,645円

平成21.10.1普通株式 209株 0.00％ 市場外 取得 2,640円

平成21.10.2普通株式 46株 0.00％ 市場外 取得 2,645円

平成21.10.5普通株式 42株 0.00％ 市場外 取得 2,640円

平成21.10.6普通株式 90株 0.00％ 市場外 取得 2,645円

平成21.10.7普通株式 28株 0.00％ 市場外 取得 2,625円

平成21.10.8普通株式 86株 0.00％ 市場外 取得 2,605円

 

(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） 4,511,578　

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）（W+X+Y） 4,511,578  

 

 

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）
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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】

　　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】

1 株式会社日立製作所

2 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社

 

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) 62,371,318   

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　　　　62,371,318P 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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62,371,318

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10月8日現在）

V　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64,479,381

上記提出者の
株券等保有割合（％）
（T/(U+V)×100）

 96.73

直前の報告書に記載された株券
等保有割合（％）

 54.06

 

(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】

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（％）

株式会社日立製作所 60,679,551 94.11　　　　　　　 

日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 1,691,767 2.62

合　　　計 62,371,318 96.73 
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