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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 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 0

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 22,321,428

保有潜在株券等の数

（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27年6月1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（％）
6.94

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合
市場内外

取引の別

取得又は

処分の別
単価

該当なし

（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については、売却先の機関投資家が保有

（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
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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） 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 （Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London）

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
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事業内容 銀行業

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） 12,207,556

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 12,207,556 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 0

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 12,207,556

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U 0

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成27年6月1日現在）
V 299,115,346
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上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
4.08

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
3.01

（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

平成27年4月3日 普通株式 7,000 0.00 市場内 取得

平成27年4月3日 普通株式 24,253 0.01 市場外 取得 貸借

平成27年4月3日 普通株式 457,000 0.15 市場外 処分 貸借

平成27年4月6日 普通株式 9,000 0.00 市場内 取得

平成27年4月6日 普通株式 1,000 0.00 市場内 処分

平成27年4月6日 普通株式 1,000 0.00 市場外 取得 763.00

平成27年4月6日 普通株式 13,000 0.00 市場外 取得 貸借

平成27年4月6日 普通株式 10,000 0.00 市場外 処分 貸借

平成27年4月7日 普通株式 6,000 0.00 市場内 処分

平成27年4月7日 普通株式 10,000 0.00 市場外 処分 貸借

平成27年4月8日 普通株式 4,000 0.00 市場内 取得

平成27年4月8日 普通株式 43,000 0.01 市場内 処分

平成27年4月8日 普通株式 8,000 0.00 市場外 処分 761.08

平成27年4月8日 普通株式 4,000 0.00 市場外 取得 貸借

平成27年4月8日 普通株式 14,000 0.00 市場外 処分 貸借

平成27年4月9日 普通株式 36,000 0.01 市場内 処分

平成27年4月9日 普通株式 10,000 0.00 市場外 処分 760.95

平成27年4月9日 普通株式 394,253 0.13 市場外 取得 貸借

平成27年4月9日 普通株式 19,253 0.01 市場外 処分 貸借

平成27年4月10日 普通株式 31,000 0.01 市場内 処分

平成27年4月10日 普通株式 41,000 0.01 市場外 処分 751.77

平成27年4月10日 普通株式 56,000 0.02 市場外 取得 貸借

平成27年4月10日 普通株式 16,253 0.01 市場外 処分 貸借

平成27年4月13日 普通株式 4,000 0.00 市場内 取得

平成27年4月13日 普通株式 6,000 0.00 市場内 処分

平成27年4月13日 普通株式 191,253 0.06 市場外 取得 貸借

平成27年4月13日 普通株式 17,253 0.01 市場外 処分 貸借

平成27年4月14日 普通株式 3,000 0.00 市場内 取得

平成27年4月14日 普通株式 1,000 0.00 市場内 処分
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平成27年4月14日 普通株式 175,253 0.06 市場外 取得 貸借

平成27年4月14日 普通株式 9,000 0.00 市場外 処分 貸借

平成27年4月15日 普通株式 1,000 0.00 市場内 処分

平成27年4月15日 普通株式 2,000 0.00 市場外 処分 761.25

平成27年4月15日 普通株式 10,500 0.00 市場外 取得 貸借

平成27年4月15日 普通株式 23,880 0.01 市場外 処分 貸借

平成27年4月16日 普通株式 1,000 0.00 市場内 取得

平成27年4月16日 普通株式 2,000 0.00 市場内 処分

平成27年4月16日 普通株式 24,266 0.01 市場外 取得 貸借

平成27年4月16日 普通株式 33,766 0.01 市場外 処分 貸借

平成27年4月17日 普通株式 10,000 0.00 市場内 処分

平成27年4月17日 普通株式 79,133 0.03 市場外 取得 貸借

平成27年4月17日 普通株式 97,133 0.03 市場外 処分 貸借

平成27年4月20日 普通株式 10,000 0.00 市場内 取得

平成27年4月20日 普通株式 21,000 0.01 市場内 処分

平成27年4月20日 普通株式 26,000 0.01 市場外 取得 貸借

平成27年4月20日 普通株式 8,000 0.00 市場外 処分 貸借

平成27年4月21日 普通株式 7,000 0.00 市場内 取得

平成27年4月21日 普通株式 2,000 0.00 市場内 処分

平成27年4月21日 普通株式 9,000 0.00 市場外 処分 貸借

平成27年4月22日 普通株式 4,000 0.00 市場内 取得

平成27年4月22日 普通株式 1,000 0.00 市場内 処分

平成27年4月22日 普通株式 24,000 0.01 市場外 取得 貸借

平成27年4月22日 普通株式 49,366 0.02 市場外 処分 貸借

平成27年4月23日 普通株式 4,000 0.00 市場内 取得

平成27年4月23日 普通株式 3,000 0.00 市場外 処分 765.06

平成27年4月23日 普通株式 7,499 0.00 市場外 取得 貸借

平成27年4月23日 普通株式 33,000 0.01 市場外 処分 貸借

平成27年4月24日 普通株式 8,000 0.00 市場内 処分

平成27年4月24日 普通株式 2,000 0.00 市場外 処分 758.80

平成27年4月24日 普通株式 20,499 0.01 市場外 取得 貸借

平成27年4月24日 普通株式 21,998 0.01 市場外 処分 貸借

平成27年4月27日 普通株式 3,000 0.00 市場内 取得

平成27年4月27日 普通株式 1,000 0.00 市場内 処分

平成27年4月27日 普通株式 46,000 0.02 市場外 取得 貸借
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平成27年4月27日 普通株式 3,360 0.00 市場外 処分 貸借

平成27年4月28日 普通株式 6,000 0.00 市場内 取得

平成27年4月28日 普通株式 12,000 0.00 市場内 処分

平成27年4月28日 普通株式 79,000 0.03 市場外 取得 貸借

平成27年4月28日 普通株式 3,000 0.00 市場外 処分 貸借

平成27年4月30日 普通株式 38,000 0.01 市場内 取得

平成27年4月30日 普通株式 9,000 0.00 市場内 処分

平成27年4月30日 普通株式 16,000 0.01 市場外 取得 734.39

平成27年4月30日 普通株式 70,000 0.02 市場外 取得 貸借

平成27年4月30日 普通株式 67,000 0.02 市場外 処分 貸借

平成27年5月1日 普通株式 12,000 0.00 市場内 取得

平成27年5月1日 普通株式 4,000 0.00 市場外 処分 貸借

平成27年5月7日 普通株式 13,000 0.00 市場内 取得

平成27年5月7日 普通株式 4,000 0.00 市場外 取得 貸借

平成27年5月7日 普通株式 21,000 0.01 市場外 処分 貸借

平成27年5月8日 普通株式 1,000 0.00 市場内 取得

平成27年5月8日 普通株式 3,000 0.00 市場内 処分

平成27年5月8日 普通株式 44,000 0.01 市場外 処分 貸借

平成27年5月11日 普通株式 102,000 0.03 市場内 取得

平成27年5月11日 普通株式 90,000 0.03 市場内 処分

平成27年5月11日 普通株式 46,000 0.02 市場外 取得 768.35

平成27年5月11日 普通株式 12,000 0.00 市場外 処分 770.17

平成27年5月11日 普通株式 4,000 0.00 市場外 取得 貸借

平成27年5月11日 普通株式 8,000 0.00 市場外 処分 貸借

平成27年5月12日 普通株式 9,000 0.00 市場内 取得

平成27年5月12日 普通株式 10,000 0.00 市場内 処分

平成27年5月12日 普通株式 19,000 0.01 市場外 取得 778.62

平成27年5月12日 普通株式 1,000 0.00 市場外 処分 785.20

平成27年5月12日 普通株式 6,000 0.00 市場外 取得 貸借

平成27年5月12日 普通株式 4,000 0.00 市場外 処分 貸借

平成27年5月13日 普通株式 26,000 0.01 市場内 取得

平成27年5月13日 普通株式 56,000 0.02 市場内 処分

平成27年5月13日 普通株式 255,000 0.09 市場外 取得 798.16

平成27年5月13日 普通株式 19,000 0.01 市場外 処分 798.87

平成27年5月13日 普通株式 212,600 0.07 市場外 取得 貸借
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平成27年5月13日 普通株式 49,000 0.02 市場外 処分 貸借

平成27年5月14日 普通株式 4,000 0.00 市場内 取得

平成27年5月14日 普通株式 9,000 0.00 市場内 処分

平成27年5月14日 普通株式 18,000 0.01 市場外 取得 792.02

平成27年5月14日 普通株式 500,259 0.17 市場外 取得 貸借

平成27年5月14日 普通株式 2,000 0.00 市場外 処分 貸借

平成27年5月15日 普通株式 14,000 0.00 市場内 取得

平成27年5月15日 普通株式 6,000 0.00 市場内 処分

平成27年5月15日 普通株式 19,000 0.01 市場外 取得 797.67

平成27年5月15日 普通株式 1,000 0.00 市場外 取得 貸借

平成27年5月15日 普通株式 42,000 0.01 市場外 処分 貸借

平成27年5月18日 普通株式 9,000 0.00 市場内 取得

平成27年5月18日 普通株式 1,000 0.00 市場内 処分

平成27年5月18日 普通株式 6,000 0.00 市場外 取得 797.49

平成27年5月18日 普通株式 1,150,400 0.38 市場外 取得 貸借

平成27年5月18日 普通株式 377,259 0.13 市場外 処分 貸借

平成27年5月19日 普通株式 8,000 0.00 市場内 取得

平成27年5月19日 普通株式 6,000 0.00 市場内 処分

平成27年5月19日 普通株式 24,000 0.01 市場外 取得 811.19

平成27年5月19日 普通株式 1,000 0.00 市場外 処分 813.46

平成27年5月19日 普通株式 317,957 0.11 市場外 取得 貸借

平成27年5月19日 普通株式 146,098 0.05 市場外 処分 貸借

平成27年5月20日 普通株式 5,000 0.00 市場内 取得

平成27年5月20日 普通株式 9,000 0.00 市場内 処分

平成27年5月20日 普通株式 1,764,125 0.59 市場外 取得 貸借

平成27年5月20日 普通株式 1,861,168 0.62 市場外 処分 貸借

平成27年5月21日 普通株式 3,000 0.00 市場内 取得

平成27年5月21日 普通株式 14,000 0.00 市場内 処分

平成27年5月21日 普通株式 2,000 0.00 市場外 処分 820.15

平成27年5月21日 普通株式 91,086 0.03 市場外 取得 貸借

平成27年5月21日 普通株式 31,000 0.01 市場外 処分 貸借

平成27年5月22日 普通株式 5,000 0.00 市場内 取得

平成27年5月22日 普通株式 7,000 0.00 市場内 処分

平成27年5月22日 普通株式 2,000 0.00 市場外 処分 824.35

平成27年5月22日 普通株式 8,000 0.00 市場外 取得 貸借
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平成27年5月22日 普通株式 10,000 0.00 市場外 処分 貸借

平成27年5月25日 普通株式 36,000 0.01 市場内 処分

平成27年5月25日 普通株式 1,000 0.00 市場外 処分 847.50

平成27年5月25日 普通株式 217,914 0.07 市場外 取得 貸借

平成27年5月25日 普通株式 34,871 0.01 市場外 処分 貸借

平成27年5月26日 普通株式 92,000 0.03 市場内 処分

平成27年5月26日 普通株式 5,000 0.00 市場外 取得 854.20

平成27年5月26日 普通株式 36,000 0.01 市場外 処分 850.71

平成27年5月26日 普通株式 16,914 0.01 市場外 取得 貸借

平成27年5月26日 普通株式 1,000 0.00 市場外 処分 貸借

平成27年5月27日 普通株式 3,000 0.00 市場内 取得

平成27年5月27日 普通株式 26,000 0.01 市場内 処分

平成27年5月27日 普通株式 26,000 0.01 市場外 取得 865.00

平成27年5月27日 普通株式 9,000 0.00 市場外 処分 864.23

平成27年5月27日 普通株式 49,000 0.02 市場外 取得 貸借

平成27年5月27日 普通株式 32,000 0.01 市場外 処分 貸借

平成27年5月28日 普通株式 35,000 0.01 市場内 取得

平成27年5月28日 普通株式 112,000 0.04 市場内 処分

平成27年5月28日 普通株式 154,000 0.05 市場外 取得 881.46

平成27年5月28日 普通株式 7,000 0.00 市場外 処分 895.17

平成27年5月28日 普通株式 500,000 0.17 市場外 取得 貸借

平成27年5月28日 普通株式 103,000 0.03 市場外 処分 貸借

平成27年5月29日 普通株式 1,000 0.00 市場内 取得

平成27年5月29日 普通株式 87,000 0.03 市場内 処分

平成27年5月29日 普通株式 43,000 0.01 市場外 取得 884.42

平成27年5月29日 普通株式 54,000 0.02 市場外 処分 887.15

平成27年5月29日 普通株式 3,290,336 1.10 市場外 取得 貸借

平成27年5月29日 普通株式 2,787,336 0.93 市場外 処分 貸借

平成27年6月1日 普通株式 25,000 0.01 市場内 取得

平成27年6月1日 普通株式 20,000 0.01 市場内 処分

平成27年6月1日 普通株式 6,000 0.00 市場外 取得 878.86

平成27年6月1日 普通株式 15,000 0.01 市場外 処分 880.53

平成27年6月1日 普通株式 985,556 0.33 市場外 取得 貸借

平成27年6月1日 普通株式 432,000 0.14 市場外 処分 貸借
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（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 3,636,507株、ドイチェ・バンク・セキュリティーズ・インクよ

り 1,184,765株)より 4,821,272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、シティグループ、

アールビーシー・デキシア・インベスター・サービス・バンク等）から 8,698,748株の借入

（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） 167,490

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） 167,490

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

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
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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） 3,632,507

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 3,632,507 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 3,636,507

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T -4,000

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U 0

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成27年6月1日現在）
V 299,115,346
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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（％）
0.03

（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

平成27年4月3日 普通株式 27,000 0.01 市場内 取得

平成27年4月3日 普通株式 3,000 0.00 市場外 取得 748.77

平成27年4月3日 普通株式 6,000 0.00 市場外 処分 751.00

平成27年4月3日 普通株式 452,000 0.15 市場外 取得 貸借

平成27年4月3日 普通株式 423,000 0.14 市場外 処分 貸借

平成27年4月6日 普通株式 154,000 0.05 市場内 処分

平成27年4月6日 普通株式 200,000 0.07 市場外 取得 762.00

平成27年4月6日 普通株式 50,000 0.02 市場外 処分 766.19

平成27年4月6日 普通株式 4,000 0.00 市場外 取得 貸借

平成27年4月6日 普通株式 18,000 0.01 市場外 処分 貸借

平成27年4月7日 普通株式 7,000 0.00 市場内 取得

平成27年4月7日 普通株式 9,000 0.00 市場外 取得 貸借

平成27年4月7日 普通株式 9,000 0.00 市場外 処分 貸借

平成27年4月8日 普通株式 5,000 0.00 市場内 取得

平成27年4月8日 普通株式 1,000 0.00 市場内 処分

平成27年4月8日 普通株式 1,000 0.00 市場外 取得 761.30

平成27年4月8日 普通株式 3,000 0.00 市場外 処分 757.77

平成27年4月8日 普通株式 2,000 0.00 市場外 取得 貸借

平成27年4月8日 普通株式 4,000 0.00 市場外 処分 貸借

平成27年4月9日 普通株式 1,000 0.00 市場内 取得

平成27年4月9日 普通株式 1,000 0.00 市場内 処分

平成27年4月9日 普通株式 1,000 0.00 市場外 取得 759.55

平成27年4月9日 普通株式 4,000 0.00 市場外 処分 760.00

平成27年4月9日 普通株式 6,000 0.00 市場外 取得 貸借

平成27年4月9日 普通株式 60,000 0.02 市場外 処分 貸借

平成27年4月10日 普通株式 4,000 0.00 市場内 取得

平成27年4月10日 普通株式 9,000 0.00 市場内 処分

平成27年4月10日 普通株式 55,000 0.02 市場外 取得 貸借

平成27年4月10日 普通株式 56,000 0.02 市場外 処分 貸借
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平成27年4月13日 普通株式 167,000 0.06 市場外 取得 貸借

平成27年4月13日 普通株式 172,000 0.06 市場外 処分 貸借

平成27年4月14日 普通株式 2,000 0.00 市場内 処分

平成27年4月14日 普通株式 2,000 0.00 市場外 取得 758.50

平成27年4月14日 普通株式 4,000 0.00 市場外 処分 756.00

平成27年4月14日 普通株式 80,000 0.03 市場外 取得 貸借

平成27年4月14日 普通株式 72,000 0.02 市場外 処分 貸借

平成27年4月15日 普通株式 1,000 0.00 市場内 処分

平成27年4月15日 普通株式 1,000 0.00 市場外 取得 760.00

平成27年4月15日 普通株式 4,000 0.00 市場外 処分 751.00

平成27年4月15日 普通株式 12,000 0.00 市場外 取得 貸借

平成27年4月15日 普通株式 12,500 0.00 市場外 処分 貸借

平成27年4月16日 普通株式 10,000 0.00 市場内 取得

平成27年4月16日 普通株式 4,000 0.00 市場外 処分 744.00

平成27年4月16日 普通株式 22,500 0.01 市場外 取得 貸借

平成27年4月16日 普通株式 15,000 0.01 市場外 処分 貸借

平成27年4月17日 普通株式 4,000 0.00 市場内 取得

平成27年4月17日 普通株式 8,000 0.00 市場内 処分

平成27年4月17日 普通株式 1,000 0.00 市場外 取得 735.69

平成27年4月17日 普通株式 79,000 0.03 市場外 取得 貸借

平成27年4月17日 普通株式 79,000 0.03 市場外 処分 貸借

平成27年4月20日 普通株式 6,000 0.00 市場内 取得

平成27年4月20日 普通株式 6,000 0.00 市場外 処分 738.00

平成27年4月20日 普通株式 20,000 0.01 市場外 取得 貸借

平成27年4月20日 普通株式 17,000 0.01 市場外 処分 貸借

平成27年4月21日 普通株式 5,000 0.00 市場内 処分

平成27年4月21日 普通株式 5,000 0.00 市場外 取得 755.30

平成27年4月21日 普通株式 9,000 0.00 市場外 処分 755.61

平成27年4月21日 普通株式 4,000 0.00 市場外 取得 貸借

平成27年4月22日 普通株式 1,000 0.00 市場内 取得

平成27年4月22日 普通株式 4,000 0.00 市場外 取得 760.05

平成27年4月22日 普通株式 8,000 0.00 市場外 処分 760.53

平成27年4月22日 普通株式 33,000 0.01 市場外 取得 貸借

平成27年4月22日 普通株式 33,000 0.01 市場外 処分 貸借

平成27年4月23日 普通株式 2,000 0.00 市場内 取得
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平成27年4月23日 普通株式 4,000 0.00 市場外 処分 765.00

平成27年4月23日 普通株式 26,000 0.01 市場外 取得 貸借

平成27年4月23日 普通株式 29,499 0.01 市場外 処分 貸借

平成27年4月24日 普通株式 2,000 0.00 市場内 取得

平成27年4月24日 普通株式 2,000 0.00 市場外 取得 759.20

平成27年4月24日 普通株式 3,000 0.00 市場外 処分 758.47

平成27年4月24日 普通株式 20,499 0.01 市場外 取得 貸借

平成27年4月24日 普通株式 14,000 0.00 市場外 処分 貸借

平成27年4月27日 普通株式 2,000 0.00 市場内 取得

平成27年4月27日 普通株式 44,000 0.01 市場外 取得 貸借

平成27年4月27日 普通株式 44,000 0.01 市場外 処分 貸借

平成27年4月28日 普通株式 2,000 0.00 市場内 取得

平成27年4月28日 普通株式 28,000 0.01 市場外 取得 貸借

平成27年4月28日 普通株式 29,000 0.01 市場外 処分 貸借

平成27年4月30日 普通株式 6,000 0.00 市場内 取得

平成27年4月30日 普通株式 2,000 0.00 市場外 取得 732.90

平成27年4月30日 普通株式 6,000 0.00 市場外 処分 732.97

平成27年4月30日 普通株式 67,000 0.02 市場外 取得 貸借

平成27年4月30日 普通株式 70,000 0.02 市場外 処分 貸借

平成27年5月1日 普通株式 2,000 0.00 市場内 取得

平成27年5月1日 普通株式 1,000 0.00 市場内 処分

平成27年5月1日 普通株式 2,000 0.00 市場外 取得 723.69

平成27年5月1日 普通株式 1,000 0.00 市場外 処分 725.10

平成27年5月1日 普通株式 4,000 0.00 市場外 取得 貸借

平成27年5月7日 普通株式 8,000 0.00 市場内 取得

平成27年5月7日 普通株式 1,000 0.00 市場外 取得 721.00

平成27年5月7日 普通株式 4,000 0.00 市場外 処分 724.00

平成27年5月7日 普通株式 4,000 0.00 市場外 取得 貸借

平成27年5月7日 普通株式 4,000 0.00 市場外 処分 貸借

平成27年5月8日 普通株式 5,000 0.00 市場内 取得

平成27年5月8日 普通株式 1,000 0.00 市場内 処分

平成27年5月8日 普通株式 6,000 0.00 市場外 処分 721.00

平成27年5月8日 普通株式 6,000 0.00 市場外 取得 貸借

平成27年5月11日 普通株式 4,000 0.00 市場内 取得

平成27年5月11日 普通株式 88,000 0.03 市場内 処分
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平成27年5月11日 普通株式 100,000 0.03 市場外 取得 768.00

平成27年5月11日 普通株式 18,000 0.01 市場外 処分 771.85

平成27年5月11日 普通株式 6,000 0.00 市場外 取得 貸借

平成27年5月11日 普通株式 4,000 0.00 市場外 処分 貸借

平成27年5月12日 普通株式 6,000 0.00 市場内 取得

平成27年5月12日 普通株式 4,000 0.00 市場外 処分 785.00

平成27年5月12日 普通株式 4,000 0.00 市場外 取得 貸借

平成27年5月12日 普通株式 4,000 0.00 市場外 処分 貸借

平成27年5月13日 普通株式 2,000 0.00 市場内 取得

平成27年5月13日 普通株式 1,000 0.00 市場内 処分

平成27年5月13日 普通株式 6,000 0.00 市場外 取得 798.75

平成27年5月13日 普通株式 6,000 0.00 市場外 処分 798.75

平成27年5月13日 普通株式 111,000 0.04 市場外 取得 貸借

平成27年5月13日 普通株式 103,600 0.03 市場外 処分 貸借

平成27年5月14日 普通株式 6,000 0.00 市場内 取得

平成27年5月14日 普通株式 10,000 0.00 市場内 処分

平成27年5月14日 普通株式 120,000 0.04 市場外 取得 790.50

平成27年5月14日 普通株式 10,000 0.00 市場外 処分 790.40

平成27年5月14日 普通株式 4,000 0.00 市場外 処分 貸借

平成27年5月15日 普通株式 1,000 0.00 市場内 取得

平成27年5月15日 普通株式 69,000 0.02 市場内 処分

平成27年5月15日 普通株式 31,000 0.01 市場外 処分 795.29

平成27年5月15日 普通株式 185,000 0.06 市場外 取得 貸借

平成27年5月15日 普通株式 185,000 0.06 市場外 処分 貸借

平成27年5月18日 普通株式 2,000 0.00 市場内 取得

平成27年5月18日 普通株式 520,000 0.17 市場外 取得 貸借

平成27年5月18日 普通株式 547,400 0.18 市場外 処分 貸借

平成27年5月19日 普通株式 2,000 0.00 市場内 取得

平成27年5月19日 普通株式 116,000 0.04 市場外 取得 貸借

平成27年5月19日 普通株式 222,000 0.07 市場外 処分 貸借

平成27年5月20日 普通株式 1,000 0.00 市場内 取得

平成27年5月20日 普通株式 3,000 0.00 市場内 処分

平成27年5月20日 普通株式 15,000 0.01 市場外 処分 822.00

平成27年5月20日 普通株式 1,861,168 0.62 市場外 取得 貸借

平成27年5月20日 普通株式 1,756,168 0.59 市場外 処分 貸借

EDINET提出書類

ドイチェ信託株式会社(E30246)

変更報告書

16/22



平成27年5月21日 普通株式 1,000 0.00 市場内 処分

平成27年5月21日 普通株式 6,000 0.00 市場外 処分 820.00

平成27年5月21日 普通株式 54,000 0.02 市場外 取得 貸借

平成27年5月21日 普通株式 47,000 0.02 市場外 処分 貸借

平成27年5月22日 普通株式 10,000 0.00 市場外 取得 貸借

平成27年5月22日 普通株式 6,000 0.00 市場外 処分 貸借

平成27年5月25日 普通株式 1,000 0.00 市場内 取得

平成27年5月25日 普通株式 46,000 0.02 市場外 取得 貸借

平成27年5月25日 普通株式 29,914 0.01 市場外 処分 貸借

平成27年5月26日 普通株式 5,000 0.00 市場内 処分

平成27年5月26日 普通株式 3,000 0.00 市場外 取得 851.53

平成27年5月26日 普通株式 3,000 0.00 市場外 処分 851.53

平成27年5月26日 普通株式 8,000 0.00 市場外 取得 貸借

平成27年5月26日 普通株式 17,000 0.01 市場外 処分 貸借

平成27年5月27日 普通株式 1,000 0.00 市場内 処分

平成27年5月27日 普通株式 77,000 0.03 市場外 取得 貸借

平成27年5月27日 普通株式 42,000 0.01 市場外 処分 貸借

平成27年5月28日 普通株式 7,000 0.00 市場外 取得 884.27

平成27年5月28日 普通株式 7,000 0.00 市場外 処分 884.27

平成27年5月28日 普通株式 130,000 0.04 市場外 取得 貸借

平成27年5月28日 普通株式 40,086 0.01 市場外 処分 貸借

平成27年5月29日 普通株式 1,000 0.00 市場内 取得

平成27年5月29日 普通株式 2,000 0.00 市場内 処分

平成27年5月29日 普通株式 11,000 0.00 市場外 取得 882.19

平成27年5月29日 普通株式 11,000 0.00 市場外 処分 882.19

平成27年5月29日 普通株式 2,904,336 0.97 市場外 取得 貸借

平成27年5月29日 普通株式 3,029,336 1.01 市場外 処分 貸借

平成27年6月1日 普通株式 2,000 0.00 市場内 処分

平成27年6月1日 普通株式 1,000 0.00 市場外 取得 874.50

平成27年6月1日 普通株式 2,000 0.00 市場外 処分 877.25

平成27年6月1日 普通株式 144,000 0.05 市場外 取得 貸借

平成27年6月1日 普通株式 143,000 0.05 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】

株券等の消費貸借により機関投資家（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会

社、資産管理サービス信託銀行株式会社等）から 3,417,000株の借入、関係会社（ドイツ銀行ロンドン支店）に 3,636,507株

の貸出
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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） 144,785

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） 144,785

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
ドイチェ バンク セキュリティーズ インク （Deutsche Bank Securities

Inc.）

住所又は本店所在地 60 Wall Street, New York, NY 10005-2858, 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46年12月29日

代表者氏名 リッチ ハーマン　(Rich Herman)

代表者役職 チーフ エグゼクティブ オフィサー

事業内容 証券業
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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） 1,184,765

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 1,184,765 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 1,184,765

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 0

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U 0

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成27年6月1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

EDINET提出書類

ドイチェ信託株式会社(E30246)

変更報告書

19/22



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27年5月14日 普通株式 143,259 0.05 市場外 取得 貸借

平成27年5月14日 普通株式 143,259 0.05 市場外 処分 貸借

平成27年5月18日 普通株式 376,259 0.13 市場外 取得 貸借

平成27年5月18日 普通株式 143,259 0.05 市場外 処分 貸借

平成27年5月19日 普通株式 5,957 0.00 市場外 取得 貸借

平成27年5月19日 普通株式 5,957 0.00 市場外 処分 貸借

平成27年5月21日 普通株式 12,043 0.00 市場外 取得 貸借

平成27年5月21日 普通株式 12,043 0.00 市場外 処分 貸借

平成27年5月25日 普通株式 5,957 0.00 市場外 取得 貸借

平成27年5月25日 普通株式 5,957 0.00 市場外 処分 貸借

平成27年5月28日 普通株式 233,000 0.08 市場外 処分 貸借

平成27年5月29日 普通株式 760,000 0.25 市場外 取得 貸借

平成27年5月29日 普通株式 760,000 0.25 市場外 処分 貸借

平成27年6月1日 普通株式 179,722 0.06 市場外 取得 貸借

平成27年6月1日 普通株式 179,722 0.06 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】

株券等の消費貸借により機関投資家（ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー、シティグループ

等）から 1,184,765株の借入、関係会社（ドイツ銀行ロンドン支店）に 1,184,765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）

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y）

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）
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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

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）ドイチェ信託株式会社

（２）ドイツ銀行　ロンドン支店 （Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London）

（３）ドイツ証券株式会社

（４）ドイチェ バンク セキュリティーズ インク （Deutsche Bank Securities 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） 17,024,828

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 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 39,346,256 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 4,821,272

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 34,524,984

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U 22,321,428
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（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成27年6月1日現在）
V 299,115,346

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
10.74

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
9.78

（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

ドイツ銀行　ロンドン支店 （Deutsche

Bank Aktiengesellschaft, London）
12,207,556 4.08

ドイツ証券株式会社 -4,000 0.00

ドイチェ バンク セキュリティーズ インク

（Deutsche Bank Securities Inc.）
0 0.00

合計 34,524,984 10.74
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