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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 大王製紙株式会社

証券コード 3880

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 大王製紙株式会社

住所又は本店所在地 愛媛県四国中央市三島紙屋町2番60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18年５月５日

代表者氏名 大沢 保

代表者役職 代表取締役社長

事業内容 紙パルプ製造販売

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 大王製紙株式会社 総務本部 法務部 部長代理 藤田 巧

電話番号 03-6895-1230

（２）【保有目的】

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うため。

（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） 5,269

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
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 5,269 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 5,269

保有潜在株券等の数

（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11年９月27日現在）
V 110,532,335

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

（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11年７月28日 株券（普通株式） 150 0.00 市場外 取得 720

平成11年７月30日 株券（普通株式） 450 0.00 市場外 取得 709

平成11年８月２日 株券（普通株式） 750 0.00 市場外 取得 730

平成11年８月４日 株券（普通株式） 150 0.00 市場外 取得 748

平成11年８月９日 株券（普通株式） 877 0.00 市場外 取得 799
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平成11年８月11日 株券（普通株式） 241 0.00 市場外 取得 729

平成11年８月12日 株券（普通株式） 150 0.00 市場外 取得 717

平成11年８月13日 株券（普通株式） 566 0.00 市場外 取得 715

平成11年８月17日 株券（普通株式） 104 0.00 市場外 取得 780

平成11年８月18日 株券（普通株式） 150 0.00 市場外 取得 764

平成11年８月19日 株券（普通株式） 601 0.00 市場外 取得 775

平成11年８月20日 株券（普通株式） 300 0.00 市場外 取得 765

平成11年８月23日 株券（普通株式） 601 0.00 市場外 取得 736

平成11年８月24日 株券（普通株式） 601 0.00 市場外 取得 730

平成11年８月27日 株券（普通株式） 356 0.00 市場外 取得 770

平成11年８月30日 株券（普通株式） 155 0.00 市場外 取得 780

平成11年８月31日 株券（普通株式） 818 0.00 市場外 取得 770

平成11年９月１日 株券（普通株式） 1,200 0.00 市場外 取得 735

平成11年９月２日 株券（普通株式） 929 0.00 市場外 取得 774

平成11年９月３日 株券（普通株式） 118 0.00 市場外 取得 760

平成11年９月８日 株券（普通株式） 803 0.00 市場外 取得 749

平成11年９月10日 株券（普通株式） 276 0.00 市場外 取得 720

平成11年９月13日 株券（普通株式） 501 0.00 市場外 取得 733

平成11年９月14日 株券（普通株式） 1,173 0.00 市場外 取得 731

平成11年９月15日 株券（普通株式） 1,050 0.00 市場外 取得 708

平成11年９月16日 株券（普通株式） 150 0.00 市場外 取得 725

平成11年９月17日 株券（普通株式） 150 0.00 市場外 取得 739

平成11年９月21日 株券（普通株式） 905 0.00 市場外 取得 753

平成11年９月22日 株券（普通株式） 729 0.00 市場外 取得 750

（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） 3,861

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） 3,861
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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

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 名古屋パルプ株式会社

住所又は本店所在地 岐阜県可児市土田500番地

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４月10日

代表者氏名 高橋　伸幸

代表者役職 代表取締役専務

事業内容 紙パルプ製造販売

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 大王製紙株式会社 総務本部 法務部 部長代理 藤田 巧

電話番号 03-6895-1230

（２）【保有目的】

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うため。

（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） 6,359,421

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
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 6,359,421 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 6,359,421

保有潜在株券等の数

（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11年９月27日現在）
V 110,532,335

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
5.75

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
4.21

（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11年９月27日 株券（普通株式） 1,289,000 1.17 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

EDINET提出書類

大王製紙株式会社(E00660)

変更報告書

 6/43



（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） 6,863,201

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） 6,863,201

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 日本情報用紙化工株式会社

住所又は本店所在地 岐阜県加茂郡川辺町下川辺字矢張166番地

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８月28日

代表者氏名 和田　直久

代表者役職 代表取締役社長

事業内容 情報用紙の製造・加工・販売

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 大王製紙株式会社 総務本部 法務部 部長代理 藤田 巧

電話番号 03-6895-1230
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（２）【保有目的】

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うため。

（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） 554,750

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
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 554,750 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 554,750

保有潜在株券等の数

（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11年９月27日現在）
V 110,532,335

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.50

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.36
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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

（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） 342,601

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） 342,601

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

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 大津板紙株式会社

住所又は本店所在地 滋賀県大津市馬場1-15-15

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30年４月25日

代表者氏名 宮崎 君武
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代表者役職 代表取締役社長

事業内容 段ボール原紙の製造・販売

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 大王製紙株式会社 総務本部 法務部 部長代理 藤田 巧

電話番号 03-6895-1230

（２）【保有目的】

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うため。

（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） 1,377,000

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
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 1,377,000 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 1,377,000

保有潜在株券等の数

（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11年９月27日現在）
V 110,532,335
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上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
1.25

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.81

（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

（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） 824,466

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） 824,466

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

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 大成製紙株式会社

住所又は本店所在地 岡山県津山市川崎200-1

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 昭和54年５月21日

代表者氏名 岸本 孝昭

代表者役職 代表取締役専務

事業内容 段ボール原紙、ティシューペーパー、トイレットティシューの製造

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 大王製紙株式会社 総務本部 法務部 部長代理 藤田 巧

電話番号 03-6895-1230

（２）【保有目的】

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うため。

（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） 1,000,750

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
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 1,000,750 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 1,000,750
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保有潜在株券等の数

（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11年９月27日現在）
V 110,532,335

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.91

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.58

（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

（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） 753,564

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） 753,564

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

６【提出者（大量保有者）／６】

（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 豊年製紙株式会社

住所又は本店所在地 静岡県富士市久沢261番地の1

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32年７月９日

代表者氏名 伊藤　裕二

代表者役職 代表取締役専務

事業内容 ティシューペーパーの製造・加工

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 大王製紙株式会社 総務本部 法務部 部長代理 藤田 巧

電話番号 03-6895-1230

（２）【保有目的】

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うため。

（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） 178,250

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
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 178,250 P Q
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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 178,250

保有潜在株券等の数

（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11年９月27日現在）
V 110,532,335

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.16

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.16

（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

（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） 141,980

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） 141,980

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）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地
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７【提出者（大量保有者）／７】

（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 エリエールプロダクト株式会社

住所又は本店所在地 愛媛県四国中央市寒川町4765番地11

旧氏名又は名称 ダイオーペーパーコンバーティング株式会社

旧住所又は本店所在地 愛媛県四国中央市寒川町4765番地11

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38年12月17日

代表者氏名 真鍋　浩一

代表者役職 代表取締役専務

事業内容 紙オムツ、紙製品の開発・製造

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 大王製紙株式会社 総務本部 法務部 部長代理 藤田 巧

電話番号 03-6895-1230

（２）【保有目的】

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うため。

（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） 109,500

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
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
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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 109,500 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 109,500

保有潜在株券等の数

（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11年９月27日現在）
V 110,532,335

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

（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

（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） 86,114

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） 86,114

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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③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

８【提出者（大量保有者）／８】

（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 エリエールペーパーテック株式会社

住所又は本店所在地 栃木県さくら市鷲宿字菅ノ沢4776番地4

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62年８月28日

代表者氏名 奥西　敏夫

代表者役職 代表取締役社長

事業内容 紙オムツ、ナプキン、ウェットティシューの製造

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 大王製紙株式会社 総務本部 法務部 部長代理 藤田 巧

電話番号 03-6895-1230

（２）【保有目的】

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うため。

（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） 121,450
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新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
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 121,450 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 121,450

保有潜在株券等の数

（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11年９月27日現在）
V 110,532,335

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

（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

（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） 101,899

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳
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取得資金合計（千円）（W+X+Y） 101,899

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

９【提出者（大量保有者）／９】

（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 福岡段ボール株式会社

住所又は本店所在地 福岡県飯塚市平恒261番地

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５年８月13日

代表者氏名 伊藤　道雄

代表者役職 代表取締役社長

事業内容 段ボールシート、ケースの製造・販売

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 大王製紙株式会社 総務本部 法務部 部長代理 藤田 巧

電話番号 03-6895-1230

（２）【保有目的】

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うため。

（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） 113,450

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
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 113,450 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 113,450

保有潜在株券等の数

（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11年９月27日現在）
V 110,532,335

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（％）
0.13

（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

（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） 83,224

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） 83,224

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

１０【提出者（大量保有者）／１０】

（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 ダイオーエンジニアリング株式会社

住所又は本店所在地 愛媛県四国中央市寒川町4765-2

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47年７月24日

代表者氏名 赤松 茂孝

代表者役職 代表取締役社長

事業内容 環境設備、検査機器の販売

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 大王製紙株式会社 総務本部 法務部 部長代理 藤田 巧

電話番号 03-6895-1230
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（２）【保有目的】

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うため。

（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） 233,000

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
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 233,000 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 233,000

保有潜在株券等の数

（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11年９月27日現在）
V 110,532,335

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.21

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）【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

（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） 150,310

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） 150,310

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

１１【提出者（大量保有者）／１１】

（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 東京電子工業株式会社

住所又は本店所在地 神奈川県小田原市扇町三丁目15番4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56年６月２日

代表者氏名 中村 孝
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代表者役職 代表取締役社長

事業内容 電子応用機器の製造

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 大王製紙株式会社 総務本部 法務部 部長代理 藤田 巧

電話番号 03-6895-1230

（２）【保有目的】

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うため。

（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） 258,750

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
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 258,750 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 258,750

保有潜在株券等の数

（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11年９月27日現在）
V 110,532,335
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上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.23

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.23

（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

（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） 208,743

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） 208,743

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

１２【提出者（大量保有者）／１２】

（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 東京紙パルプ交易株式会社

住所又は本店所在地 東京都中央区京橋三丁目14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

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 昭和53年７月10日

代表者氏名 井川 廣髙

代表者役職 代表取締役社長

事業内容 紙・板紙、パルプ、古紙等の仕入・販売

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 大王製紙株式会社 総務本部 法務部 部長代理 藤田 巧

電話番号 03-6895-1230

（２）【保有目的】

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うため。

（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） 635,118

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
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 635,118 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 635,118
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保有潜在株券等の数

（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11年９月27日現在）
V 110,532,335

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.57

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
1.01

（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

（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） 317,482

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） 317,482

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

１３【提出者（大量保有者）／１３】

（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 大宮製紙株式会社

住所又は本店所在地 静岡県富士宮市野中町329

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14年５月５日

代表者氏名 松島 忠洋

代表者役職 代表取締役専務

事業内容 ティシューペーパーの製造・加工

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 大王製紙株式会社 総務本部 法務部 部長代理 藤田 巧

電話番号 03-6895-1230

（２）【保有目的】

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うため。

（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） 70,750

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
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 70,750 P Q
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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 70,750

保有潜在株券等の数

（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11年９月27日現在）
V 110,532,335

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.06

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.06

（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

（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） 57,538

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） 57,538

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
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１４【提出者（大量保有者）／１４】

（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 大王製紙パッケージ株式会社

住所又は本店所在地 茨城県猿島郡五霞町大字幸主572番地

旧氏名又は名称 関東段ボール株式会社

旧住所又は本店所在地 茨城県猿島郡五霞町大字幸主572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27年２月27日

代表者氏名 石川　勝重

代表者役職 代表取締役社長

事業内容 段ボールシート、ケースの製造・販売

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 大王製紙株式会社 総務本部 法務部 部長代理 藤田 巧

電話番号 03-6895-1230

（２）【保有目的】

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うため。

（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） 74,750

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
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
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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 74,750 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 74,750

保有潜在株券等の数

（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11年９月27日現在）
V 110,532,335

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.07

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.07

（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

（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） 79,672

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） 79,672

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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③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

１５【提出者（大量保有者）／１５】

（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 東海大王製紙パッケージ株式会社

住所又は本店所在地 愛知県豊橋市明海町4-66

旧氏名又は名称 日章紙工株式会社

旧住所又は本店所在地 愛知県豊橋市明海町4-66

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14年11月30日

代表者氏名 森川　清重

代表者役職 代表取締役社長

事業内容 段ボールシート、ケースの製造・販売

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 大王製紙株式会社 総務本部 法務部 部長代理 藤田 巧

電話番号 03-6895-1230

（２）【保有目的】

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うため。

（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） 28,750
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新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
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 28,750 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 28,750

保有潜在株券等の数

（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11年９月27日現在）
V 110,532,335

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

（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

（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） 26,505

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳
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取得資金合計（千円）（W+X+Y） 26,505

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

１６【提出者（大量保有者）／１６】

（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 ダイオーサニタリープロダクツ株式会社

住所又は本店所在地 静岡県富士市厚原１５１番地の２

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48年６月25日

代表者氏名 岡　郁夫

代表者役職 代表取締役専務

事業内容 紙ナプキンの製造

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 大王製紙株式会社 総務本部 法務部 部長代理 藤田 巧

電話番号 03-6895-1230

（２）【保有目的】

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うため。

（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） 74,000

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
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 74,000 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 74,000

保有潜在株券等の数

（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11年９月27日現在）
V 110,532,335

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.07

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.07

（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

（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） 50,358

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） 50,358

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

１７【提出者（大量保有者）／１７】

（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 大津興産株式会社

住所又は本店所在地 滋賀県大津市馬場一丁目１５番１５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59年６月18日

代表者氏名 宮崎　君武

代表者役職 代表取締役

事業内容 不動産賃貸業及び燃料販売 等

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 大王製紙株式会社 総務本部 法務部 部長代理 藤田 巧

電話番号 03-6895-1230
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（２）【保有目的】

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うため。

（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） 3,450

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
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 3,450 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 3,450

保有潜在株券等の数

（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11年９月27日現在）
V 110,532,335

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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（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

（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） 2,330

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） 2,330

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

１８【提出者（大量保有者）／１８】

（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 エリエール印刷株式会社

住所又は本店所在地 愛媛県四国中央市川之江町４０８７番地１１

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63年４月２日

代表者氏名 篠原 定男
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代表者役職 代表取締役専務

事業内容 パッケージの印刷・加工他

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 大王製紙株式会社 総務本部 法務部 部長代理 藤田 巧

電話番号 03-6895-1230

（２）【保有目的】

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うため。

（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） 30,000

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
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 30,000 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 30,000

保有潜在株券等の数

（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11年９月27日現在）
V 110,532,335
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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

（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

（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） 20,212

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） 20,212

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

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. 大王製紙株式会社 

2. 名古屋パルプ株式会社 

3. 日本情報用紙化工株式会社 

4. 大津板紙株式会社 

5. 大成製紙株式会社 

6. 豊年製紙株式会社 

7. エリエールプロダクト株式会社 

8. エリエールペーパーテック株式会社 

9. 福岡段ボール株式会社 
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10. ダイオーエンジニアリング株式会社 

11. 東京電子工業株式会社 

12. 東京紙パルプ交易株式会社 

13. 大宮製紙株式会社 

14. 大王製紙パッケージ株式会社 

15. 東海大王製紙パッケージ株式会社 

16. ダイオーサニタリープロダクツ株式会社 

17. 大津興産株式会社 

18. エリエール印刷株式会社 

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） 11,228,408

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
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 11,228,408 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 11,228,408

保有潜在株券等の数

（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11年９月27日現在）
V 110,532,335

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
10.16

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
8.16
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（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（％）

大王製紙株式会社 5,269 0.00

名古屋パルプ株式会社 6,359,421 5.75

日本情報用紙化工株式会社 554,750 0.50

大津板紙株式会社 1,377,000 1.25

大成製紙株式会社 1,000,750 0.91

豊年製紙株式会社 178,250 0.16

エリエールプロダクト株式会社 109,500 0.10

エリエールペーパーテック株式会社 121,450 0.11

福岡段ボール株式会社 113,450 0.10

ダイオーエンジニアリング株式会社 233,000 0.21

東京電子工業株式会社 258,750 0.23

東京紙パルプ交易株式会社 635,118 0.57

大宮製紙株式会社 70,750 0.06

大王製紙パッケージ株式会社 74,750 0.07

東海大王製紙パッケージ株式会社 28,750 0.03

ダイオーサニタリープロダクツ株式会社 74,000 0.07

大津興産株式会社 3,450 0.00

エリエール印刷株式会社 30,000 0.03

合計 11,228,408 10.16

EDINET提出書類

大王製紙株式会社(E00660)
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