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第１【発行者に関する事項】
 

発行者の名称 日東化工株式会社

証券コード 5104

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 三菱樹脂株式会社

住所又は本店所在地 〒100－8252　東京都千代田区丸の内一丁目１番１号

旧氏名又は名称  

旧住所又は本店所在地 〒103－0021　東京都中央区日本橋本石町一丁目２番２号

 

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18年１月15日

代表者氏名 姥貝　卓美

代表者役職 取締役社長

事業内容 合成樹脂製品の製造、販売

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
〒100－8252　東京都千代田区丸の内一丁目１番１号
三菱樹脂株式会社　経理部グループマネージャー　　村岡　昭宏

電話番号 （03）6748－7392

 

（２）【保有目的】

発行者である日東化工株式会社を関連会社とすることにより、事業面や生産技術面等での協業の推進を図るため。

 

（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）

 13,909,000株    

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 13,909,000株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     13,909,000株

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24年５月７日現在）

V 38,400,000株

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T／（U＋V）×100）

 36.22％

直前の報告書に記載された株券等保
有割合（％）

 36.22％

 

（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

該当事項なし       

 

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし
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（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） 609,840千円

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）（W＋X＋Y） 609,840千円

 

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）

該当事項なし      

 

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当事項なし   
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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 三菱化学物流株式会社

住所又は本店所在地 〒105－0012　東京都港区芝大門一丁目１番30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31年12月１日

代表者氏名 石川　甚秀

代表者役職 取締役社長

事業内容

１．貨物自動車運送事業
２．内航海運業
３．外航不定期航路事業
４．貨物利用運送事業
５．港湾運送事業
６．倉庫業
７．通関業
８．海運代理店業
９．自動車分解整備事業
10．石油製品販売業
11．毒物及び劇物の製造並びに販売業
12．荷造梱包業

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
〒105－0012　東京都港区芝大門一丁目１番30号
三菱化学物流株式会社　執行役員経理部長　　藤森　直哉

電話番号 （03）5408－4560

 

（２）【保有目的】

破砕繊維の輸送作業受注のため（長期保有）。

 

（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）

 196,000株    

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 196,000株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     196,000株

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24年５月７日現在）

V 38,400,000株

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（％）

 0.51％

 

（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

該当事項なし       

 

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし
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（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） －

上記（Y）の内訳 －

取得資金合計（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）

該当事項なし      

 

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当事項なし   
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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（株式会社）

氏名又は名称 三菱化学エンジニアリング株式会社

住所又は本店所在地 〒108－0023　東京都港区芝浦四丁目２番８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32年12月16日

代表者氏名 深尾　隆久

代表者役職 取締役社長

事業内容

石油、ガス、石油化学、一般化学、原子力、石炭、電気、電力、鉄鋼、非鉄金属、造
水、農業、食品、飼料、生化学、医薬品、医療、情報、通信、空調、交通、運輸、貯蔵、
包装、流通、備蓄、資源開発、都市開発、公害防止、災害防止、環境保全等に関す
る機器、装置、設備、システム及び施設の設計、製作、販売、賃貸、調達、施工、修
理、保全及び運転並びにこれらの受託
土木、建築工事の設計、施工及び管理

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
〒108－0023　東京都港区芝浦四丁目２番８号
三菱化学エンジニアリング株式会社　経理部　　松浦　裕樹

電話番号 （03）3456－9140

 

（２）【保有目的】

三菱化学グループの一員として、同社の合成ゴム及びカーボンブラックの販売支援のため（長期保有）。

 

（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）

 49,000株    

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 49,000株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     49,000株

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24年５月７日現在）

V 38,400,000株

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T／（U＋V）×100）

 0.13％

直前の報告書に記載された株券等保
有割合（％）

 0.13％

 

（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

該当事項なし       

 

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし
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（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） －

上記（Y）の内訳 －

取得資金合計（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）

該当事項なし      

 

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当事項なし   
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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 関西熱化学株式会社

住所又は本店所在地 〒661－0976　兵庫県尼崎市潮江一丁目２番６号

旧氏名又は名称  

旧住所又は本店所在地 〒660－0095　兵庫県尼崎市大浜町二丁目23番地

 

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31年８月１日

代表者氏名 朝比　栄一

代表者役職 取締役社長

事業内容

１．コークス類、タール製品、肥料及び液体アンモニアその他各種化学工業品
の製造、加工並びに販売

２．ガスの製造及び販売
３．前各号に付帯関連する一切の業務

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
〒661－0976　兵庫県尼崎市潮江一丁目２番６号
関西熱化学株式会社　経理財務部　　松本　誠司

電話番号 （06）4300－5339

 

（２）【保有目的】

該当事項なし

 

（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）

 0株     

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株 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株

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24年５月７日現在）

V 38,400,000株

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（％）

 0.13％

 

（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

該当事項なし       

 

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし
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（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） －

上記（Y）の内訳 －

取得資金合計（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）

該当事項なし      

 

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当事項なし   
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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 日本錬水株式会社

住所又は本店所在地 〒170－0005　東京都豊島区南大塚三丁目43番11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27年10月１日

代表者氏名 黒坂　康雄

代表者役職 取締役社長

事業内容
１．イオン交換樹脂、イオン交換樹脂膜、その他のイオン交換体の販売及び加
工並びに医薬品、吸着剤、その他の化学工業薬品の販売及び製造

２．水処理装置及び化学装置の設計、製作及び販売

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
〒170－0005　東京都豊島区南大塚三丁目43番11号
日本錬水株式会社　経理部長　　古田　善英

電話番号 （03）5954－2716

 

（２）【保有目的】

三菱ケミカルホールディングスグループの一員として、同社の合成ゴム及びカーボンブラックの販売支援のため
（長期保有）。

 

（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）

 49,000株    

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 49,000株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     49,000株

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24年５月７日現在）

V 38,400,000株

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T／（U＋V）×100）

 0.13％

直前の報告書に記載された株券等保
有割合（％）

 0.13％

 

（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

該当事項なし       

 

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし
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（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） －

上記（Y）の内訳 －

取得資金合計（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）

該当事項なし      

 

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当事項なし   
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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）三菱樹脂株式会社

(2）三菱化学物流株式会社

(3）三菱化学エンジニアリング株式会社

(4）日本錬水株式会社

 

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）

 14,203,000株    

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 14,203,000株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     14,203,000株

保有株券等の数（総数）
（O＋P＋Q－R－S）

T     －

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24年５月７日現在）

V 38,400,000株

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T／（U＋V）×100）

 36.99％

直前の報告書に記載された株券等保
有割合（％）

 37.11％

 

（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（％）

三菱樹脂株式会社 13,909,000株 36.22％

三菱化学物流株式会社 196,000株 0.51％

三菱化学エンジニアリング株式会社 49,000株 0.13％

日本錬水株式会社 49,000株 0.13％

合計 14,203,000株 36.99％
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