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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 ライオン株式会社

証券コード 4912

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 ドイチェ信託株式会社

住所又は本店所在地 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー

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11年4月15日

代表者氏名 足立　孝浩

代表者役職 代表取締役社長

事業内容 信託業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ドイツ証券株式会社　コンプライアンス統括部　渡辺　和枝

電話番号 03-5156-4792

（２）【保有目的】

信託業務(発行会社の事業活動を支配する目的又は重要提案行為等を行う目的は有さない)

（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
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株券又は投資証券等（株・口）

新株予約権証券（株） A - H

新株予約権付社債券（株） B 22,321,428 - 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 22,321,428 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 22,321,428

保有潜在株式の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U 22,321,428

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成26年5月2日現在）
V 299,115,346

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
6.94

直前の報告書に記載された

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】

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26年5月2日
新株予約権付社

債券
22,321,428 6.9443 市場外 取得 672.00

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

22,321,428株に相当する新株予約権付社債券にかかわるコールオプションを機関投資家が保有

（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） 15,000,000

その他金額計（Y）（千円）
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上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 15,000,000

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）

三菱UFJ信託銀行株式会社(資産金融第

２部）
銀行 若林　辰雄

東京都千代田区丸の内１－４－

５
2 7,000,000

株式会社千葉銀行（東京営業部） 銀行
佐久間　英

利

東京都中央区日本橋室町１－５

－５
2 3,000,000

株式会社八十二銀行（市場国際部） 銀行 湯本　昭一
東京都中央区日本橋室町４－１

－２２
2 3,000,000

株式会社静岡銀行（東京営業部） 銀行 中西 勝則
東京都千代田区丸の内１－６－

５
2 2,000,000

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

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 ドイツ銀行　ロンドン支店

住所又は本店所在地
Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB,

England, UK

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9月27日

代表者氏名
ユルゲン・フィッチェン/アンシュー・ジェイン (Jurgen Fitschen/Anshu

Jain)

代表者役職 取締役会およびグループ経営執行委員会共同会長

事業内容 銀行業
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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 ドイツ証券株式会社　コンプライアンス統括部　渡辺　和枝

電話番号 03-5156-4792

（２）【保有目的】

証券業務及びその付随業務としての貸借取引等のディーリング業務等(発行会社の事業活動を支配する目的又は重要提案行為

等を行う目的は有さない)

（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） 6,656,075

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 6,656,075 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 630,959

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 6,025,116

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26年5月2日現在）
V 299,115,346

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
2.01

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
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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26年3月4日 普通株式 23,000 0.0072 市場内 取得

平成26年3月4日 普通株式 12,000 0.0037 市場内 処分

平成26年3月4日 普通株式 4,000 0.0012 市場外 処分 574.00

平成26年3月4日 普通株式 2,000 0.0006 市場外 取得 貸借

平成26年3月5日 普通株式 19,000 0.0059 市場内 取得

平成26年3月5日 普通株式 15,000 0.0047 市場内 処分

平成26年3月5日 普通株式 8,000 0.0025 市場外 処分 貸借

平成26年3月6日 普通株式 2,000 0.0006 市場内 取得

平成26年3月6日 普通株式 15,000 0.0047 市場内 処分

平成26年3月6日 普通株式 650 0.0002 市場外 取得 貸借

平成26年3月6日 普通株式 8,650 0.0027 市場外 処分 貸借

平成26年3月7日 普通株式 6,000 0.0019 市場内 処分

平成26年3月7日 普通株式 6,000 0.0019 市場外 処分 貸借

平成26年3月10日 普通株式 8,000 0.0025 市場内 取得

平成26年3月10日 普通株式 15,000 0.0047 市場内 処分

平成26年3月10日 普通株式 116,851 0.0364 市場外 取得 貸借

平成26年3月10日 普通株式 2,000 0.0006 市場外 処分 貸借

平成26年3月11日 普通株式 11,000 0.0034 市場内 取得

平成26年3月11日 普通株式 6,000 0.0019 市場内 処分

平成26年3月11日 普通株式 2,000 0.0006 市場外 取得 貸借

平成26年3月11日 普通株式 2,000 0.0006 市場外 処分 貸借

平成26年3月12日 普通株式 19,000 0.0059 市場内 取得

平成26年3月12日 普通株式 6,000 0.0019 市場内 処分

平成26年3月12日 普通株式 2,388,000 0.7429 市場外 取得 貸借

平成26年3月12日 普通株式 4,000 0.0012 市場外 処分 貸借

平成26年3月13日 普通株式 2,000 0.0006 市場内 取得

平成26年3月13日 普通株式 19,000 0.0059 市場内 処分

平成26年3月14日 普通株式 6,000 0.0019 市場内 取得

平成26年3月14日 普通株式 47,000 0.0146 市場内 処分

平成26年3月14日 普通株式 5,000 0.0016 市場外 処分 555.00

平成26年3月14日 普通株式 2,000 0.0006 市場外 取得 貸借

平成26年3月17日 普通株式 3,000 0.0009 市場内 取得

平成26年3月17日 普通株式 1,000 0.0003 市場内 処分
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平成26年3月17日 普通株式 83,000 0.0258 市場外 取得 貸借

平成26年3月18日 普通株式 13,000 0.0040 市場内 取得

平成26年3月18日 普通株式 4,000 0.0012 市場外 取得 貸借

平成26年3月18日 普通株式 497,237 0.1547 市場外 処分 貸借

平成26年3月19日 普通株式 2,000 0.0006 市場内 処分

平成26年3月20日 普通株式 4,000 0.0012 市場内 取得

平成26年3月20日 普通株式 13,000 0.0040 市場内 処分

平成26年3月20日 普通株式 4,000 0.0012 市場外 処分 551.00

平成26年3月20日 普通株式 14,600 0.0045 市場外 処分 貸借

平成26年3月24日 普通株式 4,000 0.0012 市場内 取得

平成26年3月24日 普通株式 6,000 0.0019 市場内 処分

平成26年3月24日 普通株式 6,000 0.0019 市場外 取得 貸借

平成26年3月24日 普通株式 17,000 0.0053 市場外 処分 貸借

平成26年3月25日 普通株式 3,000 0.0009 市場内 取得

平成26年3月25日 普通株式 6,000 0.0019 市場内 処分

平成26年3月25日 普通株式 6,000 0.0019 市場外 処分 貸借

平成26年3月26日 普通株式 17,000 0.0053 市場内 処分

平成26年3月26日 普通株式 52,000 0.0162 市場外 処分 589.00

平成26年3月26日 普通株式 497,300 0.1547 市場外 取得 貸借

平成26年3月27日 普通株式 2,000 0.0006 市場内 取得

平成26年3月27日 普通株式 12,000 0.0037 市場内 処分

平成26年3月27日 普通株式 6,000 0.0019 市場外 取得 貸借

平成26年3月28日 普通株式 4,000 0.0012 市場内 取得

平成26年3月28日 普通株式 23,000 0.0072 市場内 処分

平成26年3月31日 普通株式 3,000 0.0009 市場内 取得

平成26年3月31日 普通株式 24,000 0.0075 市場内 処分

平成26年3月31日 普通株式 1,000 0.0003 市場外 取得 611.00

平成26年3月31日 普通株式 1,000 0.0003 市場外 処分 611.00

平成26年3月31日 普通株式 266,200 0.0828 市場外 取得 貸借

平成26年3月31日 普通株式 2,500 0.0008 市場外 処分 貸借

平成26年4月1日 普通株式 11,000 0.0034 市場内 処分

平成26年4月1日 普通株式 16,000 0.0050 市場外 取得 貸借

平成26年4月1日 普通株式 1,000 0.0003 市場外 処分 貸借

平成26年4月2日 普通株式 8,000 0.0025 市場内 処分

平成26年4月2日 普通株式 2,000 0.0006 市場外 取得 貸借
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平成26年4月2日 普通株式 19,000 0.0059 市場外 処分 貸借

平成26年4月3日 普通株式 19,000 0.0059 市場内 取得

平成26年4月3日 普通株式 12,000 0.0037 市場内 処分

平成26年4月3日 普通株式 5,000 0.0016 市場外 取得 613.70

平成26年4月3日 普通株式 12,000 0.0037 市場外 取得 貸借

平成26年4月3日 普通株式 5,000 0.0016 市場外 処分 貸借

平成26年4月4日 普通株式 12,000 0.0037 市場内 取得

平成26年4月4日 普通株式 14,000 0.0044 市場内 処分

平成26年4月4日 普通株式 1,000 0.0003 市場外 処分 604.10

平成26年4月4日 普通株式 25,000 0.0078 市場外 取得 貸借

平成26年4月4日 普通株式 1,000 0.0003 市場外 処分 貸借

平成26年4月7日 普通株式 24,000 0.0075 市場内 取得

平成26年4月7日 普通株式 5,000 0.0016 市場外 取得 貸借

平成26年4月7日 普通株式 1,000 0.0003 市場外 処分 貸借

平成26年4月8日 普通株式 46,000 0.0143 市場内 取得

平成26年4月8日 普通株式 3,000 0.0009 市場内 処分

平成26年4月8日 普通株式 68,000 0.0212 市場外 取得 貸借

平成26年4月8日 普通株式 66,000 0.0205 市場外 処分 貸借

平成26年4月9日 普通株式 5,000 0.0016 市場内 取得

平成26年4月9日 普通株式 25,000 0.0078 市場内 処分

平成26年4月9日 普通株式 4,000 0.0012 市場外 処分 583.88

平成26年4月10日 普通株式 2,000 0.0006 市場内 取得

平成26年4月10日 普通株式 4,000 0.0012 市場内 処分

平成26年4月10日 普通株式 2,000 0.0006 市場外 取得 貸借

平成26年4月11日 普通株式 4,000 0.0012 市場内 取得

平成26年4月11日 普通株式 2,000 0.0006 市場内 処分

平成26年4月11日 普通株式 618,959 0.1926 市場外 処分 貸借

平成26年4月14日 普通株式 9,000 0.0028 市場内 処分

平成26年4月14日 普通株式 2,000 0.0006 市場外 処分 580.40

平成26年4月14日 普通株式 28,000 0.0087 市場外 処分 貸借

平成26年4月15日 普通株式 2,000 0.0006 市場外 処分 貸借

平成26年4月16日 普通株式 4,000 0.0012 市場内 取得

平成26年4月16日 普通株式 14,000 0.0044 市場内 処分

平成26年4月16日 普通株式 25,000 0.0078 市場外 取得 貸借

平成26年4月16日 普通株式 37,000 0.0115 市場外 処分 貸借
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平成26年4月17日 普通株式 19,000 0.0059 市場内 取得

平成26年4月17日 普通株式 6,000 0.0019 市場内 処分

平成26年4月17日 普通株式 4,000 0.0012 市場外 取得 貸借

平成26年4月17日 普通株式 4,000 0.0012 市場外 処分 貸借

平成26年4月18日 普通株式 2,000 0.0006 市場内 取得

平成26年4月18日 普通株式 7,000 0.0022 市場内 処分

平成26年4月18日 普通株式 2,544,000 0.7914 市場外 取得 貸借

平成26年4月18日 普通株式 41,000 0.0128 市場外 処分 貸借

平成26年4月21日 普通株式 16,000 0.0050 市場内 取得

平成26年4月21日 普通株式 25,000 0.0078 市場内 処分

平成26年4月21日 普通株式 3,658,600 1.1382 市場外 取得 貸借

平成26年4月21日 普通株式 31,000 0.0096 市場外 処分 貸借

平成26年4月22日 普通株式 4,000 0.0012 市場内 取得

平成26年4月22日 普通株式 1,047,000 0.3257 市場外 取得 貸借

平成26年4月22日 普通株式 68,383 0.0213 市場外 処分 貸借

平成26年4月23日 普通株式 3,000 0.0009 市場内 取得

平成26年4月23日 普通株式 1,520,000 0.4729 市場外 取得 貸借

平成26年4月23日 普通株式 35,000 0.0109 市場外 処分 貸借

平成26年4月24日 普通株式 2,000 0.0006 市場内 取得

平成26年4月24日 普通株式 8,000 0.0025 市場内 処分

平成26年4月24日 普通株式 193,999 0.0604 市場外 取得 貸借

平成26年4月24日 普通株式 2,000 0.0006 市場外 処分 貸借

平成26年4月25日 普通株式 324,000 0.1008 市場外 取得 563.00

平成26年4月25日 普通株式 4,393,500 1.3668 市場外 処分 貸借

平成26年4月28日 普通株式 4,000 0.0012 市場内 取得

平成26年4月28日 普通株式 1,031,000 0.3207 市場外 処分 貸借

平成26年4月30日 普通株式 7,000 0.0022 市場内 取得

平成26年4月30日 普通株式 3,000 0.0009 市場内 処分

平成26年4月30日 普通株式 334,000 0.1039 市場外 取得 貸借

平成26年4月30日 普通株式 235,000 0.0731 市場外 処分 貸借

平成26年5月1日 普通株式 12,000 0.0037 市場内 取得

平成26年5月1日 普通株式 304,000 0.0946 市場外 処分 貸借

平成26年5月2日 普通株式 2,000 0.0006 市場内 取得

平成26年5月2日 普通株式 9,000 0.0028 市場内 処分
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平成26年5月2日
新株予約権付

社債券
22,321,428 6.9443 市場外 取得

コールオプ

ション

（29.67

円）

平成26年5月2日
新株予約権付

社債券
22,321,428 6.9443 市場外 処分

コールオプ

ション

（59.91

円）

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券等の消費貸借により関係会社（ドイツ証券株式会社より 5,878,300株、ドイチェ・バンク・セキュリティーズ・インクよ

り 193,999株)より 6,072,299株の借入、機関投資家（ドイツ銀行プライム・ブローカレッジ口座口 等）から 484,800株の借

入、関係会社（ドイツ証券株式会社）に 630,959株の貸出

（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） 56,374

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） 56,374

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）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

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 ドイツ証券株式会社

住所又は本店所在地 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー

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
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勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 平成17年12月31日

代表者氏名 桑原　良

代表者役職 代表取締役社長

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 ドイツ証券株式会社　コンプライアンス統括部　渡辺　和枝

電話番号 03-5156-4792

（２）【保有目的】

証券業務及びその付随業務としての貸借取引等のディーリング業務等(発行会社の事業活動を支配する目的又は重要提案行為

等を行う目的は有さない)

（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） 5,883,800

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 5,883,800 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 5,878,300

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 5,500
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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26年5月2日現在）
V 299,115,346

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（％）

（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26年3月4日 普通株式 2,000 0.0006 市場内 処分

平成26年3月4日 普通株式 4,000 0.0012 市場外 取得 574.00

平成26年3月4日 普通株式 2,000 0.0006 市場外 処分 574.00

平成26年3月5日 普通株式 3,000 0.0009 市場内 取得

平成26年3月5日 普通株式 2,000 0.0006 市場外 処分 573.00

平成26年3月6日 普通株式 2,000 0.0006 市場外 処分 575.00

平成26年3月7日 普通株式 3,000 0.0009 市場内 取得

平成26年3月7日 普通株式 2,000 0.0006 市場内 処分

平成26年3月7日 普通株式 1,000 0.0003 市場外 取得 577.00

平成26年3月7日 普通株式 2,000 0.0006 市場外 処分 577.00

平成26年3月10日 普通株式 3,000 0.0009 市場内 取得

平成26年3月10日 普通株式 1,000 0.0003 市場内 処分

平成26年3月10日 普通株式 116,851 0.0364 市場外 処分 貸借

平成26年3月11日 普通株式 1,000 0.0003 市場内 取得

平成26年3月12日 普通株式 6,000 0.0019 市場内 処分

平成26年3月12日 普通株式 2,388,000 0.7429 市場外 取得 貸借

平成26年3月12日 普通株式 2,388,000 0.7429 市場外 処分 貸借

平成26年3月13日 普通株式 1,000 0.0003 市場内 取得

平成26年3月14日 普通株式 6,000 0.0019 市場内 取得

平成26年3月14日 普通株式 5,000 0.0016 市場外 取得 555.00

平成26年3月14日 普通株式 2,000 0.0006 市場外 処分 550.00

平成26年3月17日 普通株式 3,000 0.0009 市場内 取得

平成26年3月17日 普通株式 73,000 0.0227 市場外 取得 貸借

平成26年3月17日 普通株式 73,000 0.0227 市場外 処分 貸借

平成26年3月18日 普通株式 497,237 0.1547 市場外 取得 貸借

EDINET提出書類

ドイチェ信託株式会社(E30246)

大量保有報告書

12/17



平成26年3月20日 普通株式 2,000 0.0006 市場内 取得

平成26年3月20日 普通株式 4,000 0.0012 市場内 処分

平成26年3月20日 普通株式 4,000 0.0012 市場外 取得 551.00

平成26年3月20日 普通株式 2,000 0.0006 市場外 処分 547.00

平成26年3月24日 普通株式 3,000 0.0009 市場内 処分

平成26年3月24日 普通株式 2,000 0.0006 市場外 取得 572.80

平成26年3月24日 普通株式 4,000 0.0012 市場外 処分 576.90

平成26年3月25日 普通株式 1,000 0.0003 市場内 取得

平成26年3月25日 普通株式 2,000 0.0006 市場外 取得 590.60

平成26年3月25日 普通株式 4,000 0.0012 市場外 処分 587.30

平成26年3月25日 普通株式 37,000 0.0115 市場外 処分 貸借

平成26年3月26日 普通株式 16,000 0.0050 市場内 取得

平成26年3月26日 普通株式 52,000 0.0162 市場外 取得 589.00

平成26年3月26日 普通株式 497,300 0.1547 市場外 処分 貸借

平成26年3月27日 普通株式 3,000 0.0009 市場内 取得

平成26年3月27日 普通株式 3,000 0.0009 市場内 処分

平成26年3月27日 普通株式 1,000 0.0003 市場外 取得 594.60

平成26年3月27日 普通株式 1,000 0.0003 市場外 処分 594.60

平成26年3月28日 普通株式 1,000 0.0003 市場内 取得

平成26年3月31日 普通株式 4,000 0.0012 市場内 取得

平成26年3月31日 普通株式 4,000 0.0012 市場外 取得 607.70

平成26年3月31日 普通株式 6,000 0.0019 市場外 処分 608.80

平成26年3月31日 普通株式 2,500 0.0008 市場外 取得 貸借

平成26年3月31日 普通株式 131,000 0.0408 市場外 処分 貸借

平成26年4月1日 普通株式 1,000 0.0003 市場内 取得

平成26年4月1日 普通株式 3,000 0.0009 市場外 取得 613.47

平成26年4月1日 普通株式 3,000 0.0009 市場外 処分 613.47

平成26年4月2日 普通株式 1,000 0.0003 市場内 取得

平成26年4月2日 普通株式 2,000 0.0006 市場内 処分

平成26年4月2日 普通株式 2,000 0.0006 市場外 取得 608.70

平成26年4月2日 普通株式 4,000 0.0012 市場外 処分 607.85

平成26年4月3日 普通株式 2,000 0.0006 市場内 取得

平成26年4月3日 普通株式 4,000 0.0012 市場外 取得 613.75

平成26年4月3日 普通株式 4,000 0.0012 市場外 処分 613.75

平成26年4月4日 普通株式 1,000 0.0003 市場外 取得 604.10
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平成26年4月4日 普通株式 1,000 0.0003 市場外 処分 604.10

平成26年4月7日 普通株式 1,000 0.0003 市場内 処分

平成26年4月8日 普通株式 1,000 0.0003 市場外 取得 591.20

平成26年4月8日 普通株式 1,000 0.0003 市場外 処分 591.20

平成26年4月9日 普通株式 1,000 0.0003 市場外 取得 583.90

平成26年4月9日 普通株式 3,000 0.0009 市場外 処分 583.97

平成26年4月10日 普通株式 6,000 0.0019 市場内 処分

平成26年4月10日 普通株式 2,000 0.0006 市場外 処分 582.00

平成26年4月11日 普通株式 3,000 0.0009 市場内 取得

平成26年4月11日 普通株式 2,000 0.0006 市場内 処分

平成26年4月11日 普通株式 2,000 0.0006 市場外 処分 577.00

平成26年4月11日 普通株式 615,959 0.1916 市場外 取得 貸借

平成26年4月11日 普通株式 614,000 0.1910 市場外 処分 貸借

平成26年4月14日 普通株式 1,000 0.0003 市場内 取得

平成26年4月14日 普通株式 1,000 0.0003 市場外 取得 580.30

平成26年4月14日 普通株式 3,000 0.0009 市場外 処分 578.77

平成26年4月14日 普通株式 10,000 0.0031 市場外 取得 貸借

平成26年4月15日 普通株式 1,000 0.0003 市場内 取得

平成26年4月15日 普通株式 1,000 0.0003 市場内 処分

平成26年4月15日 普通株式 2,000 0.0006 市場外 処分 583.00

平成26年4月16日 普通株式 3,000 0.0009 市場内 取得

平成26年4月17日 普通株式 11,000 0.0034 市場内 取得

平成26年4月17日 普通株式 585,000 0.1820 市場内 処分

平成26年4月17日 普通株式 600,000 0.1867 市場外 取得 552.50

平成26年4月17日 普通株式 15,000 0.0047 市場外 処分 554.36

平成26年4月18日 普通株式 4,000 0.0012 市場内 取得

平成26年4月21日 普通株式 2,072,000 0.6446 市場外 取得 貸借

平成26年4月21日 普通株式 1,972,000 0.6135 市場外 処分 貸借

平成26年4月22日 普通株式 101,000 0.0314 市場外 取得 貸借

平成26年4月22日 普通株式 101,000 0.0314 市場外 処分 貸借

平成26年4月23日 普通株式 4,000 0.0012 市場内 処分

平成26年4月23日 普通株式 1,500,000 0.4667 市場外 取得 貸借

平成26年4月23日 普通株式 1,500,000 0.4667 市場外 処分 貸借

平成26年4月25日 普通株式 263,500 0.0820 市場外 取得 貸借

平成26年4月25日 普通株式 383,000 0.1192 市場外 処分 貸借

EDINET提出書類

ドイチェ信託株式会社(E30246)

大量保有報告書

14/17



平成26年4月28日 普通株式 10,000 0.0031 市場外 取得 貸借

平成26年4月30日 普通株式 2,000 0.0006 市場外 処分 560.00

平成26年4月30日 普通株式 215,000 0.0669 市場外 取得 貸借

平成26年4月30日 普通株式 221,000 0.0688 市場外 処分 貸借

平成26年5月1日 普通株式 6,000 0.0019 市場内 取得

平成26年5月1日 普通株式 2,000 0.0006 市場外 処分 571.00

平成26年5月1日 普通株式 304,000 0.0946 市場外 取得 貸借

平成26年5月1日 普通株式 300,000 0.0933 市場外 処分 貸借

平成26年5月2日 普通株式 1,000 0.0003 市場内 処分

平成26年5月2日
新株予約権付

社債券
22,321,428 6.9443 市場外 取得

第三者割

当（672

円）

平成26年5月2日
新株予約権付

社債券
22,321,428 6.9443 市場外 処分 672.00

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券等の消費貸借により関係会社（ドイツ銀行ロンドン支店)より 630,959株の借入、機関投資家（資産管理サービス信託銀

行株式会社、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 等）から 5,163,000株の借入、関係会社（ドイツ銀行ロンドン支

店）に 5,878,300株の貸出

（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） 51,924

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） 51,924

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）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

第３【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
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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）ドイチェ信託株式会社

（２）ドイツ銀行　ロンドン支店

（３）ドイツ証券株式会社

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） 12,539,875

新株予約権証券（株） A - H

新株予約権付社債券（株） B 22,321,428 - 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 34,861,303 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 6,509,259

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 28,352,044

保有潜在株式の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U 22,321,428

（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成26年5月2日現在）
V 299,115,346

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
8.82

直前の報告書に記載された

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】

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（％）

ドイチェ信託株式会社 22,321,428 6.94
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ドイツ銀行　ロンドン支店 6,025,116 2.01

ドイツ証券株式会社 5,500 0.00

合計 28,352,044 8.82

EDINET提出書類

ドイチェ信託株式会社(E30246)

大量保有報告書

17/17


	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



	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



