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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 シスメックス株式会社

証券コード 6869

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 外国法人

氏名又は名称
キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー

(Capital Guardian Trust Company)

住所又は本店所在地

アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロスアンジェルス、サウスホープ・スト

リート333

（333 South Hope Street, Los Angeles, California, U.S.A.）

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43年9月4日

代表者氏名 マイケル・エイ・フェリックス（Michael A. Felix）

代表者役職 シニア・ヴァイス・プレジデント

事業内容

主として信託業務。カリフォルニア州金融法において定める信託会社の業務

及びカリフォルニア法により信託会社が行うことを認められている一切の行

為。カリフォルニア州法に準拠して設立された会社に与えられる全ての権能

の行使。但し、カリフォルニア州金融法において信託会社に付されている制

限に服する。

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
東京都港区赤坂２丁目１７番７号　赤坂溜池タワー６階

クリフォード チャンス法律事務所外国法共同事業　弁護士　鈴木　秀彦

電話番号 03-5561-6645（担当者直通）

（２）【保有目的】

顧客である機関投資家の利益を目的とした通常の業務としての純投資。
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（３）【重要提案行為等】

該当なし

（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） 2,541,179

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 170,029

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 2,711,208

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 2,711,208

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

(注)米国預託証券340,058 ADRを保有しており、上記株券預託証券欄には１ADR＝0.5普通株式のADR対原株比率にて換算した数を記

載している。

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成27年3月13日現在）
V 207,826,432

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
1.30

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
1.45

（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27年1月13日 普通株式 400 0.00 市場内 処分

平成27年1月13日 米国預託証券 379.5 0.00 市場外 取得 5,326.36
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平成27年1月14日 普通株式 200 0.00 市場内 処分

平成27年1月14日 普通株式 336 0.00 市場外 取得 5,351.75

平成27年1月14日 米国預託証券 26 0.00 市場外 取得 5,325.14

平成27年1月15日 普通株式 183 0.00 市場外 取得 5,424.58

平成27年1月15日 米国預託証券 659.5 0.00 市場外 処分 5,400.98

平成27年1月16日 普通株式 30,600 0.01 市場内 取得

平成27年1月16日 普通株式 1,219 0.00 市場外 処分 5,403.59

平成27年1月16日 米国預託証券 78 0.00 市場外 処分 5,438.08

平成27年1月20日 普通株式 8,100 0.00 市場外 処分 5,300.00

平成27年1月20日 米国預託証券 14 0.00 市場外 取得 5,441.82

平成27年1月21日 普通株式 300 0.00 市場内 取得

平成27年1月21日 米国預託証券 27.5 0.00 市場外 処分 5,464.04

平成27年1月22日 普通株式 737 0.00 市場外 取得 5,401.49

平成27年1月22日 米国預託証券 161 0.00 市場外 取得 5,327.37

平成27年1月23日 普通株式 6,327 0.00 市場外 処分 5,277.40

平成27年1月23日 米国預託証券 270.5 0.00 市場外 取得 5,308.68

平成27年1月26日 普通株式 750 0.00 市場外 処分 5,340.58

平成27年1月26日 米国預託証券 5 0.00 市場外 取得 5,348.77

平成27年1月27日 普通株式 198 0.00 市場外 処分 5,450.82

平成27年1月27日 米国預託証券 247.5 0.00 市場外 取得 5,462.28

平成27年1月28日 普通株式 642 0.00 市場外 処分 5,503.07

平成27年1月28日 米国預託証券 218.5 0.00 市場外 取得 5,514.37

平成27年1月29日 普通株式 32,000 0.02 市場内 処分

平成27年1月29日 普通株式 245 0.00 市場外 処分 5,503.77

平成27年1月29日 米国預託証券 770 0.00 市場外 取得 5,494.33

平成27年1月30日 普通株式 500 0.00 市場内 処分

平成27年1月30日 普通株式 530 0.00 市場外 処分 5,441.11

平成27年1月30日 米国預託証券 55 0.00 市場外 取得 5,439.23

平成27年2月2日 普通株式 2,700 0.00 市場内 取得

平成27年2月2日 普通株式 262 0.00 市場外 処分 5,474.72

平成27年2月2日 米国預託証券 54.5 0.00 市場外 取得 5,499.12

平成27年2月3日 普通株式 9,900 0.00 市場内 処分

平成27年2月3日 普通株式 30 0.00 市場外 取得 5,453.03

平成27年2月3日 米国預託証券 208 0.00 市場外 処分 5,474.71

平成27年2月4日 普通株式 32,200 0.02 市場内 処分

平成27年2月4日 普通株式 84 0.00 市場外 取得 5,410.15
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平成27年2月4日 米国預託証券 253.5 0.00 市場外 取得 5,468.75

平成27年2月5日 普通株式 3,300 0.00 市場内 処分

平成27年2月5日 普通株式 40 0.00 市場外 取得 5,720.42

平成27年2月6日 普通株式 45,400 0.02 市場内 処分

平成27年2月6日 普通株式 43 0.00 市場外 取得 5,560.52

平成27年2月6日 米国預託証券 109.5 0.00 市場外 取得 5,533.00

平成27年2月9日 普通株式 26,600 0.01 市場内 処分

平成27年2月9日 普通株式 146 0.00 市場外 取得 5,540.12

平成27年2月9日 米国預託証券 199.5 0.00 市場外 取得 5,554.50

平成27年2月10日 普通株式 67,100 0.03 市場内 処分

平成27年2月10日 普通株式 184 0.00 市場外 処分 5,605.93

平成27年2月10日 米国預託証券 77.5 0.00 市場外 取得 5,568.88

平成27年2月11日 普通株式 643 0.00 市場外 処分 5,451.33

平成27年2月11日 米国預託証券 224.5 0.00 市場外 取得 5,525.43

平成27年2月12日 普通株式 89,410 0.04 市場内 処分

平成27年2月12日 普通株式 385 0.00 市場外 取得 5,526.93

平成27年2月12日 米国預託証券 58.5 0.00 市場外 処分 5,466.52

平成27年2月13日 普通株式 4,500 0.00 市場内 取得

平成27年2月13日 米国預託証券 252 0.00 市場外 取得 5,597.96

平成27年2月17日 普通株式 46,383 0.02 市場外 処分 5,520.73

平成27年2月17日 米国預託証券 142 0.00 市場外 取得 5,655.12

平成27年2月18日 普通株式 701 0.00 市場外 処分 5,635.51

平成27年2月18日 米国預託証券 243.5 0.00 市場外 取得 5,883.28

平成27年2月19日 普通株式 289 0.00 市場外 取得 6,078.07

平成27年2月19日 米国預託証券 549.5 0.00 市場外 取得 6,045.23

平成27年2月20日 普通株式 451 0.00 市場外 処分 5,923.82

平成27年2月20日 米国預託証券 1,464.5 0.00 市場外 取得 6,037.50

平成27年2月23日 普通株式 470 0.00 市場外 処分 6,215.07

平成27年2月23日 米国預託証券 187.5 0.00 市場外 取得 6,249.55

平成27年2月24日 普通株式 28 0.00 市場外 処分 6,299.10

平成27年2月24日 米国預託証券 367 0.00 市場外 取得 6,328.00

平成27年2月25日 普通株式 85 0.00 市場外 処分 6,283.44

平成27年2月25日 米国預託証券 87 0.00 市場外 処分 6,287.84

平成27年2月26日 普通株式 100 0.00 市場内 処分

平成27年2月26日 普通株式 286 0.00 市場外 処分 6,182.82

平成27年2月26日 米国預託証券 690.5 0.00 市場外 処分 6,304.82
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平成27年2月27日 普通株式 700 0.00 市場内 処分

平成27年2月27日 普通株式 19,235 0.01 市場外 処分 6,103.02

平成27年2月27日 米国預託証券 6,347 0.00 市場外 取得 6,544.09

平成27年3月2日 普通株式 45 0.00 市場外 処分 6,403.71

平成27年3月2日 米国預託証券 111.5 0.00 市場外 取得 6,407.43

平成27年3月3日 普通株式 76 0.00 市場外 取得 6,332.05

平成27年3月3日 米国預託証券 115 0.00 市場外 取得 6,330.85

平成27年3月4日 普通株式 300 0.00 市場内 処分

平成27年3月4日 普通株式 343 0.00 市場外 処分 6,273.14

平成27年3月4日 米国預託証券 172 0.00 市場外 取得 6,297.27

平成27年3月5日 普通株式 300 0.00 市場内 処分

平成27年3月5日 普通株式 24,615 0.01 市場外 処分 6,250.98

平成27年3月5日 米国預託証券 36 0.00 市場外 取得 6,395.49

平成27年3月6日 普通株式 100 0.00 市場内 処分

平成27年3月6日 普通株式 85 0.00 市場外 処分 6,314.44

平成27年3月6日 米国預託証券 82 0.00 市場外 処分 6,306.05

平成27年3月9日 普通株式 306 0.00 市場外 取得 6,331.02

平成27年3月9日 米国預託証券 93.5 0.00 市場外 取得 6,384.63

平成27年3月10日 普通株式 400 0.00 市場内 処分

平成27年3月10日 普通株式 188 0.00 市場外 取得 6,393.66

平成27年3月10日 米国預託証券 74.5 0.00 市場外 取得 6,397.04

平成27年3月11日 普通株式 200 0.00 市場内 取得

平成27年3月11日 普通株式 225 0.00 市場外 処分 6,526.67

平成27年3月11日 米国預託証券 194.5 0.00 市場外 取得 6,563.84

平成27年3月12日 普通株式 508 0.00 市場外 処分 6,699.44

（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）

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円） 24,464,114

上記（Y）の内訳

顧客の勘定で資金を運用している。尚、上記「その他金額計」及び下記「取

得資金合計」の金額は共同保有者全体の合算した数字である。

株式分割により1,093,354株を取得した。

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 24,464,114
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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）

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

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 外国法人

氏名又は名称
キャピタル・インターナショナル・リミテッド

(Capital International Limited)

住所又は本店所在地
英国SW1X 7GG、ロンドン、グロスヴェノー・プレイス40

（40 Grosvenor Place, London SW1X 7GG, England）

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57年6月4日

代表者氏名 アイダ・レヴァイン （Ida Levine）

代表者役職 シニア・ヴァイス・プレジデント

事業内容 投資顧問会社

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
東京都港区赤坂２丁目１７番７号　赤坂溜池タワー６階

クリフォード チャンス法律事務所外国法共同事業　弁護士　鈴木　秀彦

電話番号 03-5561-6645（担当者直通）

（２）【保有目的】

顧客である機関投資家の利益を目的とした通常の業務としての純投資。

（３）【重要提案行為等】

該当なし
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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） 1,394,800

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 P Q 1,394,800

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 1,394,800

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27年3月13日現在）
V 207,826,432

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.67

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.84

（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27年1月13日 普通株式 118,900 0.06 市場内 処分

平成27年1月14日 普通株式 37,200 0.02 市場内 処分

平成27年1月15日 普通株式 92,600 0.04 市場内 処分

平成27年1月20日 普通株式 7,500 0.00 市場内 処分

平成27年1月27日 普通株式 900 0.00 市場内 処分
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平成27年2月6日 普通株式 5,300 0.00 市場内 処分

平成27年2月20日 普通株式 6,400 0.00 市場内 処分

平成27年2月24日 普通株式 2,000 0.00 市場内 処分

平成27年2月26日 普通株式 7,900 0.00 市場内 処分

平成27年3月2日 普通株式 27,300 0.01 市場内 処分

平成27年3月3日 普通株式 33,700 0.02 市場内 処分

平成27年3月5日 普通株式 2,300 0.00 市場内 処分

平成27年3月6日 普通株式 9,100 0.00 市場内 処分

平成27年3月10日 普通株式 48,800 0.01 市場内 処分

平成27年3月11日 普通株式 39,500 0.01 市場内 処分

平成27年3月12日 普通株式 1,300 0.00 市場内 処分

（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）

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円） 24,464,114

上記（Y）の内訳

顧客の勘定で資金を運用している。尚、上記「その他金額計」及び下記「取

得資金合計」の金額は共同保有者全体の合算した数字である。

株式分割により856,300株を取得した。

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 24,464,114

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）

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

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 外国法人

氏名又は名称 キャピタル・インターナショナル・インク(Capital International Inc.)
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住所又は本店所在地

アメリカ合衆国カリフォルニア州90025、ロスアンジェルス、サンタ･モニカ通り

11100、15階

（11100 Santa Monica Boulevard, 15th Fl., Los Angeles, CA 90025, U.S.A.）

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43年9月4日

代表者氏名 ペーター・シー・ケリー （Peter C. Kelly）

代表者役職 シニア・ヴァイス・プレジデント

事業内容 投資顧問会社

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
東京都港区赤坂２丁目１７番７号　赤坂溜池タワー６階

クリフォード チャンス法律事務所外国法共同事業　弁護士　鈴木　秀彦

電話番号 03-5561-6645（担当者直通）

（２）【保有目的】

顧客である機関投資家の利益を目的とした通常の業務としての純投資。

（３）【重要提案行為等】

該当なし

（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） 449,700

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
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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 449,700

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 449,700

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26年3月13日現在）
V 207,826,432

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.22

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.28

（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27年1月13日 普通株式 10,200 0.00 市場内 処分

平成27年1月14日 普通株式 11,800 0.01 市場内 処分

平成27年1月15日 普通株式 1,900 0.00 市場内 処分

平成27年1月20日 普通株式 18,100 0.01 市場内 処分

平成27年2月19日 普通株式 11,300 0.01 市場内 処分

平成27年2月20日 普通株式 8,700 0.00 市場内 処分

平成27年2月26日 普通株式 14,800 0.01 市場内 処分

平成27年3月2日 普通株式 14,300 0.01 市場内 処分

平成27年3月3日 普通株式 6,800 0.00 市場内 処分

平成27年3月5日 普通株式 1,300 0.00 市場内 処分

平成27年3月6日 普通株式 18,000 0.00 市場内 処分

平成27年3月10日 普通株式 3,500 0.00 市場内 処分

平成27年3月11日 普通株式 4,300 0.00 市場内 処分

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当なし
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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） 24,464,114

上記（Y）の内訳

顧客の勘定で資金を運用している。尚、上記「その他金額計」及び下記「取

得資金合計」の金額は共同保有者全体の合算した数字である。

株式分割により290,900株を取得した。

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 24,464,114

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）

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

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 外国法人

氏名又は名称
キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

(Capital International Sarl)

住所又は本店所在地
スイス国、ジュネーヴ1201、プラス・デ・ベルグ3

（3 Place des Bergues, 1201 Geneva, Switzerland）

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38年7月5日

代表者氏名 グイド・カラトシュ（Guido Caratsch）

代表者役職 ヴァイス・プレジデント・アンド・シニア・カウンセル

事業内容 投資顧問会社
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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
東京都港区赤坂２丁目１７番７号　赤坂溜池タワー６階

クリフォード チャンス法律事務所外国法共同事業　弁護士　鈴木　秀彦

電話番号 03-5561-6645（担当者直通）

（２）【保有目的】

顧客である機関投資家の利益を目的とした通常の業務としての純投資。

（３）【重要提案行為等】

該当なし

（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） 257,800

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 P Q 257,800

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 257,800

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27年3月13日現在）
V 207,826,432

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.12
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直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.17

（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27年1月13日 普通株式 10,800 0.01 市場内 処分

平成27年1月14日 普通株式 1,000 0.00 市場内 処分

平成27年1月15日 普通株式 2,500 0.00 市場内 処分

平成27年1月16日 普通株式 3,500 0.00 市場内 処分

平成27年1月19日 普通株式 2,200 0.00 市場内 処分

平成27年1月20日 普通株式 6,000 0.00 市場内 処分

平成27年1月21日 普通株式 4,200 0.00 市場内 処分

平成27年1月27日 普通株式 1,300 0.00 市場内 処分

平成27年1月28日 普通株式 4,100 0.00 市場内 処分

平成27年1月30日 普通株式 4,700 0.00 市場内 処分

平成27年2月4日 普通株式 8,100 0.00 市場内 処分

平成27年2月9日 普通株式 2,100 0.00 市場内 処分

平成27年2月26日 普通株式 1,400 0.00 市場内 処分

平成27年3月2日 普通株式 5,500 0.00 市場内 処分

平成27年3月3日 普通株式 1,300 0.00 市場内 処分

平成27年3月5日 普通株式 400 0.00 市場内 処分

平成27年3月6日 普通株式 3,100 0.00 市場内 処分

平成27年3月10日 普通株式 10,400 0.00 市場内 処分

平成27年3月11日 普通株式 3,500 0.00 市場内 処分

平成27年3月12日 普通株式 2,500 0.00 市場内 処分

（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）

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円） 24,464,114

上記（Y）の内訳

顧客の勘定で資金を運用している。尚、上記「その他金額計」及び下記「取

得資金合計」の金額は共同保有者全体の合算した数字である。

株式分割により141,500株を取得した。

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 24,464,114
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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）

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

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 キャピタル・インターナショナル株式会社

住所又は本店所在地 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号　明治安田生命ビル14階

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3月1日

代表者氏名 トーマス・クワントリル （Thomas Quantrille）

代表者役職 代表取締役社長

事業内容 投資顧問会社、投資顧問業及び投資信託委託業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
東京都港区赤坂２丁目１７番７号　赤坂溜池タワー６階

クリフォード チャンス法律事務所外国法共同事業　弁護士　鈴木　秀彦

電話番号 03-5561-6645（担当者直通）

（２）【保有目的】

顧客である日本国外の投資信託の利益を目的とした純投資。

（３）【重要提案行為等】

該当なし
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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） 2,637,400

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 P Q 2,637,400

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 2,637,400

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27年3月13日現在）
V 207,826,432

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
1.27

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
1.67

（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27年1月13日 普通株式 86,700 0.04 市場内 処分

平成27年1月14日 普通株式 27,000 0.01 市場内 処分

平成27年1月15日 普通株式 68,800 0.03 市場内 処分

平成27年1月19日 普通株式 5,200 0.00 市場内 取得

平成27年1月20日 普通株式 71,600 0.03 市場内 処分

平成27年1月30日 普通株式 27,500 0.01 市場内 処分
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平成27年2月20日 普通株式 28,300 0.01 市場内 処分

平成27年2月23日 普通株式 2,400 0.00 市場内 処分

平成27年2月26日 普通株式 50,800 0.02 市場内 処分

平成27年3月2日 普通株式 68,500 0.03 市場内 処分

平成27年3月3日 普通株式 69,800 0.03 市場内 処分

平成27年3月5日 普通株式 18,000 0.00 市場内 処分

平成27年3月6日 普通株式 75,900 0.02 市場内 処分

平成27年3月9日 普通株式 4,300 0.00 市場内 処分

平成27年3月10日 普通株式 17,200 0.00 市場内 処分

平成27年3月11日 普通株式 14,200 0.00 市場内 処分

平成27年3月13日 普通株式 10,800 0.00 市場内 処分

（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）

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円） 24,464,114

上記（Y）の内訳

顧客の勘定で資金を運用している。尚、上記「その他金額計」及び下記「取

得資金合計」の金額は共同保有者全体の合算した数字である。

株式分割により1,708,700株を取得した。

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 24,464,114

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）

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

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 外国法人

氏名又は名称
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー

(Capital Research and Management Company)
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住所又は本店所在地

アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロスアンジェルス、サウスホープ・スト

リート333

（333 South Hope Street, Los Angeles, CA 90071, U.S.A.）

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15年7月30日

代表者氏名 マイケル・Ｊ・ダウナー（Michael J. Downer）

代表者役職 シニア・ヴァイス・プレジデント

事業内容 投資顧問会社

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
東京都港区赤坂２丁目１７番７号　赤坂溜池タワー６階

クリフォード チャンス法律事務所外国法共同事業　弁護士　鈴木　秀彦

電話番号 03-5561-6645（担当者直通）

（２）【保有目的】

顧客である日本国外の投資信託の利益を目的とした純投資。

（３）【重要提案行為等】

該当なし

（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） 11,540,300

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
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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 11,540,300

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 11,540,300

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27年3月13日現在）
V 207,826,432

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
5.55

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
5.74

（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27年1月13日 普通株式 160,000 0.08 市場内 処分

平成27年1月15日 普通株式 91,000 0.04 市場内 処分

平成27年1月21日 普通株式 108,000 0.05 市場内 処分

平成27年1月22日 普通株式 47,000 0.02 市場内 処分

（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）

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円） 24,464,114

上記（Y）の内訳

顧客の勘定で資金を運用している。尚、上記「その他金額計」及び下記「取

得資金合計」の金額は共同保有者全体の合算した数字である。

株式分割により8,388,800株を取得した。

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 24,464,114
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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）

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

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）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー(Capital Guardian Trust Company)

キャピタル・インターナショナル・リミテッド(Capital International Limited)

キャピタル・インターナショナル・インク(Capital International Inc.)

キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル(Capital International Sarl)

キャピタル・インターナショナル株式会社

キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Research and Management Company)

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） 18,821,179

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 170,029

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 18,991,208

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
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保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 18,991,208

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

（注） 米国預託証券340,058 ADRを保有しており、上記株券預託証券欄には１ADR＝0.5普通株式のADR対原株比率にて換算した数

を記載している。

（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成27年3月13日現在）
V 207,826,432

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
9.14

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
10.14

（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（％）

キャピタル・ガーディアン・トラスト・カン

パニー(Capital Guardian Trust Company)
2,711,208 1.30

キャピタル・インターナショナル・リミテッ

ド(Capital International Limited)
1,394,800 0.67

キャピタル・インターナショナル・インク

(Capital International Inc.)
449,700 0.22

キャピタル・インターナショナル・エス・エ

イ・アール・エル

(Capital International Sarl)

257,800 0.12

キャピタル・インターナショナル株式会社 2,637,400 1.27

キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメ

ント・カンパニー

(Capital Research and Management Company)

11,540,300 5.55

合計 18,991,208 9.14
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