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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 日本特殊陶業 株式会社

証券コード 5334

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京　名古屋

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

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
米国  ニューヨーク州  ブロードウェイ  1585
(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ＭＵＦＧ証券株式会社 
法務・コンプライアンス本部　馬嶋　華子

電話番号 03-5424-5761

（２）【保有目的】

証券業務等にかかる保有

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし

（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） 3,715,123

新株予約権証券（株） A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

EDINET提出書類

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社(E10802)

変更報告書（大量保有）

 2/23



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 3,715,123P 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 691,510

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 3,023,613

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09月22日現在）

V 229,544,820

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

1.32

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

1.48

（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20年07月25日 普通株 95,2500.04市場外 取得 貸借

平成20年07月25日 普通株 4,0400.00市場内 取得

平成20年07月25日 普通株 1,1490.00市場内 処分

平成20年07月28日 普通株 19,0000.01市場外 取得 貸借

平成20年07月28日 普通株 5,0010.00市場内 取得

平成20年07月28日 普通株 163 0.00市場内 処分

平成20年07月29日 普通株 260,6670.11市場外 処分 貸借

平成20年07月29日 普通株 1,1760.00市場内 取得

平成20年07月30日 普通株 33,0000.01市場外 取得 貸借

平成20年07月30日 普通株 5,0000.00市場外 処分 貸借

平成20年07月30日 普通株 248 0.00市場内 取得

平成20年07月30日 普通株 15,0010.01市場内 処分

平成20年07月31日 普通株 1,0000.00市場外 処分 貸借

平成20年07月31日 普通株 14,0000.01市場内 取得

平成20年07月31日 普通株 5,1480.00市場内 処分

平成20年08月01日 普通株 25,0000.01市場外 取得 貸借

平成20年08月01日 普通株 25 0.00市場内 取得

平成20年08月01日 普通株 12,3580.01市場内 処分

平成20年08月04日 普通株 5,0000.00市場外 取得 貸借

平成20年08月04日 普通株 140,1780.06市場外 処分 貸借
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平成20年08月04日 普通株 4,0000.00市場内 取得

平成20年08月04日 普通株 6,2970.00市場内 処分

平成20年08月05日 普通株 73,4660.03市場外 取得 貸借

平成20年08月05日 普通株 1,3840.00市場内 取得

平成20年08月06日 普通株 3,0000.00市場外 取得 貸借

平成20年08月06日 普通株 35,6000.02市場外 処分 貸借

平成20年08月06日 普通株 145 0.00市場内 取得

平成20年08月06日 普通株 1,0010.00市場内 処分

平成20年08月07日 普通株 38,0000.02市場外 取得 貸借

平成20年08月07日 普通株 1,0340.00市場内 取得

平成20年08月07日 普通株 18,3410.01市場内 処分

平成20年08月08日 普通株 34,2000.01市場外 取得 貸借

平成20年08月08日 普通株 20,0440.01市場内 取得

平成20年08月08日 普通株 67 0.00市場内 処分

平成20年08月11日 普通株 10,8250.00市場外 取得 貸借

平成20年08月11日 普通株 3,0400.00市場内 取得

平成20年08月11日 普通株 64 0.00市場内 処分

平成20年08月12日 普通株 66,4390.03市場外 処分 貸借

平成20年08月12日 普通株 67 0.00市場内 取得

平成20年08月12日 普通株 264 0.00市場内 処分

平成20年08月13日 普通株 139,1020.06市場外 処分 貸借

平成20年08月13日 普通株 9,1300.00市場内 取得

平成20年08月13日 普通株 76 0.00市場内 処分

平成20年08月14日 普通株 89,7380.04市場外 処分 貸借

平成20年08月14日 普通株 1,2050.00市場内 取得

平成20年08月14日 普通株 5,4220.00市場内 処分

平成20年08月15日 普通株 57,1930.02市場外 取得 貸借

平成20年08月15日 普通株 2,0000.00市場内 取得

平成20年08月15日 普通株 7,0870.00市場内 処分

平成20年08月18日 普通株 25,0810.01市場外 取得 貸借

平成20年08月18日 普通株 278 0.00市場内 処分

平成20年08月19日 普通株 9,0000.00市場外 取得 貸借

平成20年08月19日 普通株 39,0000.02市場外 処分 貸借

平成20年08月19日 普通株 6,0630.00市場内 取得

平成20年08月19日 普通株 5,0010.00市場内 処分

平成20年08月20日 普通株 2,0000.00市場外 取得 貸借

平成20年08月20日 普通株 105,0000.05市場外 処分 貸借

平成20年08月20日 普通株 6,2920.00市場内 処分

平成20年08月21日 普通株 7,0000.00市場外 処分 貸借

平成20年08月21日 普通株 328 0.00市場内 取得

平成20年08月21日 普通株 19,9990.01市場内 処分

平成20年08月22日 普通株 7,0000.00市場外 取得 貸借
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平成20年08月22日 普通株 152 0.00市場内 取得

平成20年08月22日 普通株 3,0000.00市場内 処分

平成20年08月25日 普通株 1,5780.00市場外 取得 貸借

平成20年08月25日 普通株 3,0010.00市場内 取得

平成20年08月25日 普通株 4,5730.00市場内 処分

平成20年08月26日 普通株 528,4920.23市場外 取得 貸借

平成20年08月26日 普通株 10,1490.00市場内 取得

平成20年08月26日 普通株 42 0.00市場内 処分

平成20年08月27日 普通株 14,0000.01市場外 取得 貸借

平成20年08月27日 普通株 193 0.00市場内 取得

平成20年08月27日 普通株 1,0170.00市場内 処分

平成20年08月28日 普通株 55,0000.02市場外 取得 貸借

平成20年08月28日 普通株 1,0910.00市場内 取得

平成20年08月28日 普通株 2,0410.00市場内 処分

平成20年08月29日 普通株 1,0000.00市場外 処分 貸借

平成20年08月29日 普通株 2,2170.00市場内 取得

平成20年08月29日 普通株 2,0530.00市場内 処分

平成20年09月01日 普通株 1,0000.00市場外 取得 貸借

平成20年09月01日 普通株 1,0000.00市場内 取得

平成20年09月01日 普通株 7 0.00市場内 処分

平成20年09月02日 普通株 7,9790.00市場外 処分 貸借

平成20年09月02日 普通株 1,0180.00市場内 取得

平成20年09月02日 普通株 4,1040.00市場内 処分

平成20年09月03日 普通株 19,0000.01市場外 取得 貸借

平成20年09月03日 普通株 10,0540.00市場内 取得

平成20年09月03日 普通株 142 0.00市場内 処分

平成20年09月04日 普通株 12,0000.01市場外 処分 貸借

平成20年09月04日 普通株 1,0000.00市場内 取得

平成20年09月04日 普通株 22,2600.01市場内 処分

平成20年09月05日 普通株 1,0000.00市場外 処分 貸借

平成20年09月05日 普通株 15,0000.01市場内 取得

平成20年09月05日 普通株 262 0.00市場内 処分

平成20年09月08日 普通株 35,0000.02市場外 取得 貸借

平成20年09月08日 普通株 15,0000.01市場内 取得

平成20年09月08日 普通株 8,0410.00市場内 処分

平成20年09月09日 普通株 27,6200.01市場外 処分 貸借

平成20年09月09日 普通株 2,0080.00市場内 取得

平成20年09月09日 普通株 3,0000.00市場内 処分

平成20年09月10日 普通株 14,0000.01市場外 取得 貸借

平成20年09月10日 普通株 3,0620.00市場内 取得

平成20年09月10日 普通株 4,0040.00市場内 処分

平成20年09月11日 普通株 1,0000.00市場外 取得 貸借
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平成20年09月11日 普通株 1,0000.00市場内 取得

平成20年09月11日 普通株 1,2040.00市場内 処分

平成20年09月12日 普通株 11,0000.00市場外 処分 貸借

平成20年09月12日 普通株 1,0570.00市場内 取得

平成20年09月12日 普通株 117 0.00市場内 処分

平成20年09月16日 普通株 80,3800.04市場外 処分 貸借

平成20年09月16日 普通株 2,0000.00市場内 取得

平成20年09月16日 普通株 8,0730.00市場内 処分

平成20年09月17日 普通株 9,0000.00市場外 取得 貸借

平成20年09月17日 普通株 10,0000.00市場内 取得

平成20年09月17日 普通株 175 0.00市場内 処分

平成20年09月18日 普通株 132,1660.06市場外 処分 貸借

平成20年09月18日 普通株 10,4740.00市場内 取得

平成20年09月18日 普通株 84 0.00市場内 処分

平成20年09月19日 普通株 111,3630.05市場外 処分 貸借

平成20年09月19日 普通株 3,0000.00市場内 取得

平成20年09月19日 普通株 48,7770.02市場内 処分

平成20年09月22日 普通株 583,3810.25市場外 処分 賃借

平成20年09月22日 普通株 6,6630.00市場内 取得

（６）【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36,723株貸付、9,000株借入、40,000株担保受入
関連会社(モルガン・スタンレー証券株式会社)に597,787株貸付、57,000株担保差入
関連会社(MS Equity Financing Services (Luxembourg)S.a.r.l)より179,921株借入

（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） 0

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） 0

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

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
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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
英国  ロンドン  カナリーワーフ   カボットスクウェア 25
(25 Cabot Square Canary Wharf London E14 4QA U.K.)

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 ワリド・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ＭＵＦＧ証券株式会社 
法務・コンプライアンス本部　馬嶋　華子

電話番号 03-5424-5761

（２）【保有目的】

証券業務等にかかる保有

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし

（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） 437,787

新株予約権証券（株） A - H

新株予約権付社債券（株） B 438,276 - 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 876,063P 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
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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 49,000

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 827,063

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

U 438,276

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成20年09月22日現在）

V 229,544,820

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

0.36

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

2.21

（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20年07月25日普通株 25,0000.01市場外 取得 貸借

平成20年07月25日普通株 9,5000.00市場外 処分 貸借

平成20年07月25日普通株 9,0000.00市場内 取得

平成20年07月25日新株予約権付社債券 35,0620.02市場外 取得 貸借

平成20年07月25日新株予約権付社債券 35,0620.02市場外 処分 貸借

平成20年07月28日普通株 17,0000.01市場外 取得 貸借

平成20年07月28日普通株 113,3260.05市場外 処分 貸借

平成20年07月28日普通株 19,0000.01市場内 処分

平成20年07月28日新株予約権付社債券 18,9920.01市場外 取得 貸借

平成20年07月28日新株予約権付社債券 18,9920.01市場外 処分 貸借

平成20年07月29日普通株 34,4770.01市場外 処分 貸借

平成20年07月29日普通株 5 0.00市場内 処分

平成20年07月29日新株予約権付社債券 4,3830.00市場外 取得 貸借

平成20年07月29日新株予約権付社債券 4,3830.00市場外 処分 貸借

平成20年07月30日普通株 123,0000.05市場外 取得 貸借

平成20年07月30日普通株 8,0000.00市場外 処分 貸借

平成20年07月30日普通株 14,0000.01市場内 取得

平成20年07月30日普通株 20 0.00市場内 処分

平成20年07月30日新株予約権付社債券 14,6090.01市場外 取得 貸借

平成20年07月30日新株予約権付社債券 14,6090.01市場外 処分 貸借

平成20年07月31日普通株 18,1760.01市場外 取得 貸借

平成20年07月31日普通株 52 0.00市場内 取得

平成20年07月31日普通株 14,2290.01市場内 処分

平成20年07月31日新株予約権付社債券 793,2800.34市場外 取得 貸借

平成20年07月31日新株予約権付社債券 1 0.00市場外 処分 貸借

平成20年08月01日普通株 24,8280.01市場外 取得 貸借

平成20年08月01日普通株 8,9760.00市場内 取得

平成20年08月01日普通株 27 0.00市場内 処分

平成20年08月01日新株予約権付社債券 793,2790.34市場外 処分 貸借

平成20年08月01日新株予約権付社債券 219,1500.10市場外 処分 99
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平成20年08月04日普通株 182,8280.08市場外 処分 貸借

平成20年08月04日普通株 1,1500.00市場内 取得

平成20年08月04日普通株 4,0000.00市場内 処分

平成20年08月04日新株予約権付社債券 2,9220.00市場外 取得 貸借

平成20年08月04日新株予約権付社債券 2,9220.00市場外 処分 貸借

平成20年08月04日新株予約権付社債券 219,1380.10市場外 処分 100

平成20年08月05日普通株 39,5160.02市場外 取得 貸借

平成20年08月05日普通株 7,2150.00市場内 取得

平成20年08月05日普通株 6,0000.00市場内 処分

平成20年08月05日新株予約権付社債券 2,9220.00市場外 取得 貸借

平成20年08月05日新株予約権付社債券 2,9220.00市場外 処分 貸借

平成20年08月06日普通株 5,0000.00市場外 取得 貸借

平成20年08月06日普通株 7,9370.00市場外 処分 貸借

平成20年08月06日普通株 8,2410.00市場内 処分

平成20年08月06日新株予約権付社債券 1,4610.00市場外 取得 貸借

平成20年08月06日新株予約権付社債券 1,4610.00市場外 処分 貸借

平成20年08月06日新株予約権付社債券 219,1500.10市場外 取得 100

平成20年08月07日普通株 4,0000.00市場外 取得 貸借

平成20年08月07日普通株 1,0000.00市場外 処分 貸借

平成20年08月07日普通株 20,0550.01市場内 取得

平成20年08月07日普通株 7 0.00市場内 処分

平成20年08月07日新株予約権付社債券 10,2260.00市場外 取得 貸借

平成20年08月07日新株予約権付社債券 10,2260.00市場外 処分 貸借

平成20年08月08日普通株 109,1000.05市場外 取得 貸借

平成20年08月08日普通株 18,0270.01市場内 処分

平成20年08月08日新株予約権付社債券 893,3530.39市場外 取得 貸借

平成20年08月08日新株予約権付社債券 783,7840.34市場外 処分 貸借

平成20年08月11日普通株 27,9250.01市場外 取得 貸借

平成20年08月11日普通株 12,0000.01市場外 処分 貸借

平成20年08月11日普通株 44 0.00市場内 取得

平成20年08月11日普通株 55 0.00市場内 処分

平成20年08月11日新株予約権付社債券 670,5630.29市場外 処分 貸借

平成20年08月12日普通株 7,0860.00市場外 取得 貸借

平成20年08月12日普通株 44,4250.02市場外 処分 貸借

平成20年08月12日普通株 189 0.00市場内 取得

平成20年08月12日新株予約権付社債券 671,2930.29市場外 取得 貸借

平成20年08月13日普通株 3,5050.00市場外 取得 貸借

平成20年08月13日普通株 59,5750.03市場外 処分 貸借

平成20年08月13日普通株 5,5640.00市場内 取得

平成20年08月13日普通株 11 0.00市場内 処分

平成20年08月13日新株予約権付社債券 671,2930.29市場外 取得 貸借

平成20年08月13日新株予約権付社債券 671,2930.29市場外 処分 貸借
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平成20年08月14日普通株 67,3490.03市場外 取得 貸借

平成20年08月14日普通株 73,0360.03市場外 処分 貸借

平成20年08月14日普通株 2,2930.00市場内 取得

平成20年08月14日普通株 3,4970.00市場内 処分

平成20年08月15日普通株 25,7590.01市場外 取得 貸借

平成20年08月15日普通株 8,2130.00市場外 処分 貸借

平成20年08月15日普通株 184 0.00市場内 取得

平成20年08月15日普通株 2,9790.00市場内 処分

平成20年08月18日普通株 6,4810.00市場外 取得 貸借

平成20年08月18日普通株 30,4000.01市場外 処分 貸借

平成20年08月18日普通株 237 0.00市場内 取得

平成20年08月18日普通株 190 0.00市場内 処分

平成20年08月19日普通株 62,6520.03市場外 取得 貸借

平成20年08月19日普通株 1 0.00市場内 処分

平成20年08月20日普通株 19,2070.01市場外 処分 貸借

平成20年08月20日普通株 119 0.00市場内 取得

平成20年08月20日普通株 29 0.00市場内 処分

平成20年08月21日普通株 95,1200.04市場外 処分 貸借

平成20年08月21日普通株 46 0.00市場内 取得

平成20年08月21日普通株 123 0.00市場内 処分

平成20年08月22日普通株 6,0000.00市場外 取得 貸借

平成20年08月22日普通株 3,2310.00市場内 取得

平成20年08月22日普通株 23 0.00市場内 処分

平成20年08月25日普通株 2,0000.00市場外 取得 貸借

平成20年08月25日普通株 42 0.00市場内 取得

平成20年08月25日普通株 40 0.00市場内 処分

平成20年08月26日普通株 80,3830.03市場外 取得 貸借

平成20年08月26日普通株 104 0.00市場内 取得

平成20年08月26日普通株 3,2150.00市場内 処分

平成20年08月27日普通株 131,0000.06市場外 取得 貸借

平成20年08月27日普通株 129,0000.06市場外 処分 貸借

平成20年08月27日普通株 7 0.00市場内 取得

平成20年08月27日普通株 1,0000.00市場内 処分

平成20年08月28日普通株 101,0000.04市場外 取得 貸借

平成20年08月28日普通株 85 0.00市場内 取得

平成20年08月28日普通株 89 0.00市場内 処分

平成20年08月28日新株予約権付社債券 1,459,4590.63市場外 取得 貸借

平成20年08月28日新株予約権付社債券 1,459,4590.63市場外 処分 貸借

平成20年08月29日普通株 4,4140.00市場外 取得 貸借

平成20年08月29日普通株 59,0000.03市場外 処分 貸借

平成20年08月29日普通株 58 0.00市場内 取得

平成20年08月29日新株予約権付社債券 2,268,0790.99市場外 取得 貸借
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平成20年08月29日新株予約権付社債券 1,459,4590.63市場外 処分 貸借

平成20年09月01日普通株 28,5860.01市場外 取得 貸借

平成20年09月01日普通株 25,0000.01市場外 処分 貸借

平成20年09月01日普通株 210 0.00市場内 処分

平成20年09月01日新株予約権付社債券 808,6200.35市場外 処分 貸借

平成20年09月02日普通株 29,0000.01市場外 取得 貸借

平成20年09月02日普通株 29,0000.01市場外 処分 貸借

平成20年09月02日普通株 8 0.00市場内 取得

平成20年09月03日普通株 12,0000.01市場外 取得 貸借

平成20年09月03日普通株 51,0000.02市場外 処分 貸借

平成20年09月03日普通株 57 0.00市場内 取得

平成20年09月04日普通株 25,0000.01市場外 取得 貸借

平成20年09月04日普通株 14,0000.01市場外 処分 貸借

平成20年09月04日普通株 7,0040.00市場内 取得

平成20年09月04日普通株 1 0.00市場内 処分

平成20年09月05日普通株 6,0000.00市場外 取得 貸借

平成20年09月05日普通株 29,0000.01市場外 処分 貸借

平成20年09月05日普通株 87 0.00市場内 取得

平成20年09月05日普通株 15,1500.01市場内 処分

平成20年09月08日普通株 9,0000.00市場外 取得 貸借

平成20年09月08日普通株 37,0000.02市場外 処分 貸借

平成20年09月08日普通株 8,0000.00市場内 取得

平成20年09月08日普通株 60 0.00市場内 処分

平成20年09月09日普通株 46,0000.02市場外 取得 貸借

平成20年09月09日普通株 76,6200.03市場外 処分 貸借

平成20年09月09日普通株 32 0.00市場内 取得

平成20年09月09日普通株 1 0.00市場内 処分

平成20年09月10日普通株 52,0000.02市場外 取得 貸借

平成20年09月10日普通株 92,0000.04市場外 処分 貸借

平成20年09月10日普通株 251 0.00市場内 取得

平成20年09月10日普通株 6,0190.00市場内 処分

平成20年09月11日普通株 6,4000.00市場外 取得 貸借

平成20年09月11日普通株 38,4000.02市場外 処分 貸借

平成20年09月11日普通株 8,2360.00市場内 取得

平成20年09月11日普通株 120 0.00市場内 処分

平成20年09月12日普通株 17,6000.01市場外 取得 貸借

平成20年09月12日普通株 19,0000.01市場外 処分 貸借

平成20年09月12日普通株 1,5050.00市場内 取得

平成20年09月12日普通株 5,2380.00市場内 処分

平成20年09月16日普通株 53,3800.02市場外 処分 貸借

平成20年09月16日普通株 466 0.00市場内 取得

平成20年09月16日普通株 21 0.00市場内 処分
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平成20年09月17日普通株 24,0000.01市場外 取得 貸借

平成20年09月17日普通株 48,0000.02市場外 処分 貸借

平成20年09月17日普通株 6,1630.00市場内 取得

平成20年09月17日普通株 1 0.00市場内 処分

平成20年09月18日普通株 126,0000.05市場外 取得 貸借

平成20年09月18日普通株 356,0760.15市場外 処分 貸借

平成20年09月18日普通株 735 0.00市場内 取得

平成20年09月18日普通株 8,1810.00市場内 処分

平成20年09月19日普通株 250,5040.11市場外 処分 貸借

平成20年09月19日普通株 16,6770.01市場内 取得

平成20年09月19日普通株 13,0000.01市場内 処分

平成20年09月19日新株予約権付社債券 1,693,9370.74市場外 取得 貸借

平成20年09月19日新株予約権付社債券 3,387,8741.47市場外 処分 貸借

平成20年09月22日普通株 2,0000.00市場内 取得

平成20年09月22日普通株 670,1790.29市場内 処分

平成20年09月22日普通株 632,3000.27市場外 処分 貸借

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

関連会社(MS Equity Financing Services (Luxembourg)S.a.r.l)に114,721株貸付
関連会社(Morgan Stanley ＆ Co. Incorporated)に9,000株貸付、36,723株借入、40,000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375,587株借入、57,000株担保受入

（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） 0

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） 0

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

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・インベストメント・マネジメント・リミテッド
(Morgan Stanley Investment Management Limited)

住所又は本店所在地
英国  ロンドン  カナリーワーフ   カボットスクウェア 25
(25 Cabot Square Canary Wharf London E14 4QA U.K.)

旧氏名又は名称
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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01月22日

代表者氏名 ジェームス・ディルウォース

代表者役職 マネージング　ディレクター　兼　ＣＥＯ

事業内容 投資信託委託業、投資顧問業、資産運用

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ＭＵＦＧ証券株式会社 
法務・コンプライアンス本部　馬嶋　華子

電話番号 03-5424-5761

（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）【重要提案行為等】

該当事項なし

（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） 6,617,530

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 6,617,530

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 6,617,530

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20年09月22日現在）

V 229,544,820

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

2.88

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

2.71

（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20年07月29日 普通株 53,0000.02市場内 取得

平成20年07月30日 普通株 64,0000.03市場内 取得

平成20年08月05日 普通株 15,0000.01市場内 取得

平成20年08月13日 普通株 44,0000.02市場内 取得

平成20年08月20日 普通株 23,0000.01市場内 取得

平成20年08月21日 普通株 21,0000.01市場内 取得

平成20年09月01日 普通株 22,4700.01市場内 取得

平成20年09月03日 普通株 2,5300.00市場内 取得

平成20年09月19日 普通株 35,0000.02市場内 取得

（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

（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） 11,239,339

上記（Y）の内訳 顧客資金

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 11,239,339

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

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 モルガン・スタンレー証券株式会社

住所又は本店所在地
〒 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

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

EDINET提出書類

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社(E10802)

変更報告書（大量保有）

14/23



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 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ＭＵＦＧ証券株式会社 
法務・コンプライアンス本部　馬嶋　華子

電話番号 03-5424-5761

（２）【保有目的】

証券業務等にかかる保有

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし

（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） 1,383,787

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 1,383,787P 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 432,587

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 951,200

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】
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発行済株式等総数（株・口）
（平成20年09月22日現在）

V 229,544,820

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

0.41

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

0.38

（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20年07月25日 普通株 55,0500.02市場外 取得 貸借

平成20年07月25日 普通株 62,8000.03市場外 処分 貸借

平成20年07月25日 普通株 46,0000.02市場内 取得

平成20年07月25日 普通株 50,0000.02市場内 処分

平成20年07月25日 普通株 3,0000.00市場外 取得 1,232

平成20年07月25日 普通株 2,0000.00市場外 処分 1,232

平成20年07月28日 普通株 41,5000.02市場外 取得 貸借

平成20年07月28日 普通株 128,2260.06市場外 処分 貸借

平成20年07月28日 普通株 63,0000.03市場内 取得

平成20年07月28日 普通株 81,0000.04市場内 処分

平成20年07月28日 普通株 1,0000.00市場外 取得 1,229

平成20年07月29日 普通株 140,2760.06市場外 処分 貸借

平成20年07月29日 普通株 73,0000.03市場内 取得

平成20年07月29日 普通株 69,0000.03市場内 処分

平成20年07月29日 普通株 4,0000.00市場外 処分 1,193

平成20年07月30日 普通株 103,6000.05市場外 取得 貸借

平成20年07月30日 普通株 101,6000.04市場外 処分 貸借

平成20年07月30日 普通株 55,0000.02市場内 取得

平成20年07月30日 普通株 54,0000.02市場内 処分

平成20年07月31日 普通株 13,0000.01市場外 取得 貸借

平成20年07月31日 普通株 91,0000.04市場内 取得

平成20年07月31日 普通株 113,0000.05市場内 処分

平成20年08月01日 普通株 105,0000.05市場内 取得

平成20年08月01日 普通株 103,0000.04市場内 処分

平成20年08月04日 普通株 21,2500.01市場外 取得 貸借

平成20年08月04日 普通株 196,0000.09市場内 取得

平成20年08月04日 普通株 203,0000.09市場内 処分

平成20年08月05日 普通株 39,0000.02市場外 取得 貸借

平成20年08月05日 普通株 13,3000.01市場外 処分 貸借

平成20年08月05日 普通株 227,0000.10市場内 取得

平成20年08月05日 普通株 223,0000.10市場内 処分

平成20年08月06日 普通株 50 0.00市場外 取得 貸借

平成20年08月06日 普通株 62,6500.03市場外 処分 貸借

平成20年08月06日 普通株 154,0000.07市場内 取得

平成20年08月06日 普通株 136,0000.06市場内 処分
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平成20年08月06日 普通株 2,0000.00市場外 処分 1,266

平成20年08月07日 普通株 55,0000.02市場外 処分 貸借

平成20年08月07日 普通株 121,0000.05市場内 取得

平成20年08月07日 普通株 100,0000.04市場内 処分

平成20年08月08日 普通株 26,9000.01市場外 取得 貸借

平成20年08月08日 普通株 26,9000.01市場外 処分 貸借

平成20年08月08日 普通株 80,0000.03市場内 取得

平成20年08月08日 普通株 45,0000.02市場内 処分

平成20年08月11日 普通株 6,0000.00市場外 取得 貸借

平成20年08月11日 普通株 63,0000.03市場内 取得

平成20年08月11日 普通株 44,0000.02市場内 処分

平成20年08月12日 普通株 1,4750.00市場外 取得 貸借

平成20年08月12日 普通株 9,4750.00市場外 処分 貸借

平成20年08月12日 普通株 88,0000.04市場内 取得

平成20年08月12日 普通株 95,0000.04市場内 処分

平成20年08月12日 普通株 7,0000.00市場外 取得 1,261

平成20年08月13日 普通株 14,3020.01市場外 取得 貸借

平成20年08月13日 普通株 45,3020.02市場外 処分 貸借

平成20年08月13日 普通株 52,0000.02市場内 取得

平成20年08月13日 普通株 48,0000.02市場内 処分

平成20年08月14日 普通株 168,9800.07市場外 取得 貸借

平成20年08月14日 普通株 155,9800.07市場外 処分 貸借

平成20年08月14日 普通株 145,0000.06市場内 取得

平成20年08月14日 普通株 98,0000.04市場内 処分

平成20年08月15日 普通株 21,5250.01市場外 取得 貸借

平成20年08月15日 普通株 21,5250.01市場外 処分 貸借

平成20年08月15日 普通株 143,0000.06市場内 取得

平成20年08月15日 普通株 57,0000.02市場内 処分

平成20年08月18日 普通株 147,0810.06市場外 取得 貸借

平成20年08月18日 普通株 134,6000.06市場外 処分 貸借

平成20年08月18日 普通株 42,0000.02市場内 取得

平成20年08月18日 普通株 16,0000.01市場内 処分

平成20年08月19日 普通株 50,0000.02市場外 処分 貸借

平成20年08月19日 普通株 48,0000.02市場内 取得

平成20年08月19日 普通株 62,0000.03市場内 処分

平成20年08月19日 普通株 12,0000.01市場外 取得 1,192

平成20年08月20日 普通株 15,2070.01市場外 取得 貸借

平成20年08月20日 普通株 108,2070.05市場外 処分 貸借

平成20年08月20日 普通株 60,0000.03市場内 取得

平成20年08月20日 普通株 61,0000.03市場内 処分

平成20年08月20日 普通株 10,0000.00市場外 取得 1,199

平成20年08月21日 普通株 6,7850.00市場外 取得 貸借
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平成20年08月21日 普通株 6,7850.00市場外 処分 貸借

平成20年08月21日 普通株 49,0000.02市場内 取得

平成20年08月21日 普通株 71,0000.03市場内 処分

平成20年08月22日 普通株 1,0000.00市場外 取得 貸借

平成20年08月22日 普通株 25,0000.01市場外 処分 貸借

平成20年08月22日 普通株 20,0000.01市場内 取得

平成20年08月22日 普通株 30,0000.01市場内 処分

平成20年08月22日 普通株 10,0000.00市場外 取得 1,165

平成20年08月25日 普通株 17,4220.01市場外 取得 貸借

平成20年08月25日 普通株 35,4220.02市場外 処分 貸借

平成20年08月25日 普通株 123,0000.05市場内 取得

平成20年08月25日 普通株 95,0000.04市場内 処分

平成20年08月26日 普通株 176,2070.08市場外 取得 貸借

平成20年08月26日 普通株 40,4550.02市場外 処分 貸借

平成20年08月26日 普通株 41,0000.02市場内 取得

平成20年08月26日 普通株 35,0000.02市場内 処分

平成20年08月27日 普通株 40,0000.02市場外 取得 貸借

平成20年08月27日 普通株 39,0000.02市場外 処分 貸借

平成20年08月27日 普通株 38,0000.02市場内 取得

平成20年08月27日 普通株 58,0000.03市場内 処分

平成20年08月28日 普通株 206,0000.09市場外 取得 貸借

平成20年08月28日 普通株 68,0000.03市場外 処分 貸借

平成20年08月28日 普通株 33,0000.01市場内 取得

平成20年08月28日 普通株 36,0000.02市場内 処分

平成20年08月29日 普通株 9,1110.00市場外 取得 貸借

平成20年08月29日 普通株 24,5250.01市場外 処分 貸借

平成20年08月29日 普通株 105,0000.05市場内 取得

平成20年08月29日 普通株 88,0000.04市場内 処分

平成20年08月29日 普通株 8,0000.00市場外 処分 1,213

平成20年09月01日 普通株 30,0000.01市場外 取得 貸借

平成20年09月01日 普通株 30,0000.01市場外 処分 貸借

平成20年09月01日 普通株 46,0000.02市場内 取得

平成20年09月01日 普通株 47,0000.02市場内 処分

平成20年09月02日 普通株 2,0000.00市場外 取得 貸借

平成20年09月02日 普通株 2,0000.00市場外 処分 貸借

平成20年09月02日 普通株 45,0000.02市場内 取得

平成20年09月02日 普通株 54,0000.02市場内 処分

平成20年09月03日 普通株 21,0000.01市場外 処分 貸借

平成20年09月03日 普通株 61,0000.03市場内 取得

平成20年09月03日 普通株 48,0000.02市場内 処分

平成20年09月03日 普通株 7,0000.00市場外 処分 1,164

平成20年09月04日 普通株 31,0000.01市場外 取得 貸借
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平成20年09月04日 普通株 26,0000.01市場外 処分 貸借

平成20年09月04日 普通株 175,0000.08市場内 取得

平成20年09月04日 普通株 138,0000.06市場内 処分

平成20年09月04日 普通株 3,0000.00市場外 取得 1,140

平成20年09月04日 普通株 12,0000.01市場外 処分 1,139

平成20年09月05日 普通株 12,0000.01市場外 取得 貸借

平成20年09月05日 普通株 11,0000.00市場外 処分 貸借

平成20年09月05日 普通株 86,0000.04市場内 取得

平成20年09月05日 普通株 88,0000.04市場内 処分

平成20年09月08日 普通株 47,6190.02市場外 取得 貸借

平成20年09月08日 普通株 58,6190.03市場外 処分 貸借

平成20年09月08日 普通株 51,0000.02市場内 取得

平成20年09月08日 普通株 26,0000.01市場内 処分

平成20年09月09日 普通株 32,0000.01市場外 取得 貸借

平成20年09月09日 普通株 40,0000.02市場外 処分 貸借

平成20年09月09日 普通株 88,0000.04市場内 取得

平成20年09月09日 普通株 79,0000.03市場内 処分

平成20年09月10日 普通株 22,0000.01市場外 取得 貸借

平成20年09月10日 普通株 102,0000.04市場内 取得

平成20年09月10日 普通株 79,0000.03市場内 処分

平成20年09月11日 普通株 30,0000.01市場外 取得 貸借

平成20年09月11日 普通株 9,0000.00市場外 処分 貸借

平成20年09月11日 普通株 68,0000.03市場内 取得

平成20年09月11日 普通株 77,0000.03市場内 処分

平成20年09月12日 普通株 43,0000.02市場外 取得 貸借

平成20年09月12日 普通株 50,0000.02市場外 処分 貸借

平成20年09月12日 普通株 96,0000.04市場内 取得

平成20年09月12日 普通株 152,0000.07市場内 処分

平成20年09月16日 普通株 46,0000.02市場外 処分 貸借

平成20年09月16日 普通株 62,0000.03市場内 取得

平成20年09月16日 普通株 60,0000.03市場内 処分

平成20年09月17日 普通株 10,0000.00市場外 取得 貸借

平成20年09月17日 普通株 26,0000.01市場外 処分 貸借

平成20年09月17日 普通株 278,0000.12市場内 取得

平成20年09月17日 普通株 311,0000.14市場内 処分

平成20年09月18日 普通株 51,3260.02市場外 取得 貸借

平成20年09月18日 普通株 76,0000.03市場内 取得

平成20年09月18日 普通株 71,0000.03市場内 処分

平成20年09月19日 普通株 12,0000.01市場外 取得 貸借

平成20年09月19日 普通株 7,4280.00市場外 処分 貸借

平成20年09月19日 普通株 69,0000.03市場内 取得

平成20年09月19日 普通株 138,0000.06市場内 処分
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平成20年09月19日 普通株 32,0000.01市場外 取得 1,111

平成20年09月19日 普通株 32,0000.01市場外 処分 1,111

平成20年09月22日 普通株 7,0000.00市場内 取得

平成20年09月22日 普通株 12,0000.01市場内 処分

平成20年09月22日 普通株 8,5720.00市場外 処分 賃借

（６）【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375,587株貸付、57,000株担保差入
関連会社(MS Equity Financing Services (Luxembourg)S.a.r.l)に12,200株貸付
関連会社(Morgan Stanley & Co. Incorporated)より597,787株借入、57,000株担保受入

（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） 208,008

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） 208,008

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

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
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
米国  ニューヨーク州  ニューヨーク  フィフスアベニュー  522
(522 Fifth Avenue, New York, NY 10036, USA)

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
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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ＭＵＦＧ証券株式会社 
法務・コンプライアンス本部　馬嶋　華子

電話番号 03-5424-5761

（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）【重要提案行為等】

該当事項なし

（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） 10,905,882

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 10,905,882

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 10,905,882

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09月22日現在）

V 229,544,820

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

4.75

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

4.53

（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20年07月29日 普通株 135,0000.06市場内 取得

平成20年07月30日 普通株 75,0000.03市場内 取得

平成20年07月31日 普通株 2,0000.00市場内 取得

平成20年08月04日 普通株 71,0000.03市場内 取得
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平成20年08月11日 普通株 13,0000.01市場内 取得

平成20年08月13日 普通株 3,0000.00市場内 取得

平成20年08月20日 普通株 48,0000.02市場内 取得

平成20年08月21日 普通株 49,0000.02市場内 取得

平成20年08月27日 普通株 9,0000.00市場内 取得

平成20年09月11日 普通株 4,0000.00市場内 処分

平成20年09月19日 普通株 27,0000.01市場内 取得

平成20年09月22日 普通株 3,0000.00市場内 取得

（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

（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） 14,055,261

上記（Y）の内訳 顧客資金

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 14,055,261

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

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・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド

(Morgan Stanley & Co. Incorporated)

（２）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)

（３）モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド

(Morgan Stanley Investment Management Limited)

（４）モルガン・スタンレー証券株式会社

（５）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） 5,536,697 17,523,412
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新株予約権証券（株） A - H

新株予約権付社債券（株） B 438,276 - 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 5,974,973P Q 17,523,412

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 1,173,097

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 22,325,288

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

U 438,276

（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成20年09月22日現在）

V 229,544,820

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

9.71

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

11.22

（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
（％）

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)

3,023,613 1.32

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)

827,063 0.36

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド
(Morgan Stanley Investment Management Limited)

6,617,530 2.88

モルガン・スタンレー証券株式会社 951,200 0.41

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.)

10,905,882 4.75

合計 22,325,288 9.71

EDINET提出書類

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社(E10802)

変更報告書（大量保有）

23/23


	表紙
	本文
	第１発行者に関する事項
	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）
	②個人の場合
	③法人の場合
	④事務上の連絡先

	（２）保有目的
	（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
	②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
	（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
	②借入金の内訳
	③借入先の名称等


	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）
	②個人の場合
	③法人の場合
	④事務上の連絡先

	（２）保有目的
	（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
	②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
	（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
	②借入金の内訳
	③借入先の名称等


	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）
	②個人の場合
	③法人の場合
	④事務上の連絡先

	（２）保有目的
	（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
	②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
	（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
	②借入金の内訳
	③借入先の名称等


	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）
	②個人の場合
	③法人の場合
	④事務上の連絡先

	（２）保有目的
	（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
	②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
	（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
	②借入金の内訳
	③借入先の名称等


	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）
	②個人の場合
	③法人の場合
	④事務上の連絡先

	（２）保有目的
	（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
	②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
	（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
	②借入金の内訳
	③借入先の名称等



	第３共同保有者に関する事項
	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
	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
	（２）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



