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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 太陽誘電株式会社

証券コード 6976

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 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

住所又は本店所在地 〒100-8388　東京都千代田区丸の内二丁目７番１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 大正8年8月15日

代表者氏名 三毛　兼承

代表者役職 取締役頭取執行役員

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 株式会社三菱ＵＦＪ銀行　融資企画部　高瀬 賢治

電話番号 ０３－３２４０－５３２７

（２）【保有目的】

政策投資

（３）【重要提案行為等】

該当事項はありません
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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） 1,574,100

新株予約権証券又は新投資口予約権証券
等

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 1,574,100 P 0 Q 0

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 0

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 1,574,100

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30年6月12日現在）

V 120,481,395

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

1.31

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

1.31

（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

該当事項はありま
せん。

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当無し
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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） 1,533,173

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） 1,533,173

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）

該当事項はありません。

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当事項はありません。
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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 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

住所又は本店所在地 〒100-0005　東京都千代田区丸の内一丁目４番５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2年3月10日

代表者氏名 池谷 幹男

代表者役職 取締役社長

事業内容 信託業務・銀行業務

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 日本マスタートラスト信託銀行　国内資産管理部株式グループ　横井伸幸

電話番号 ０３－５４０３－５３７６

（２）【保有目的】

純投資

（３）【重要提案行為等】

該当事項はありません
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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） 6,399,700

新株予約権証券又は新投資口予約権証券
等

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 0 P 0 Q 6,399,700

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 0

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 16,700

保有株券等の数（総数）（O+P+Q-R-S） T 6,383,000

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30年6月12日現在）

V 120,481,395

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

5.30

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

5.14

（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30年4月16日 普通株式 600 0.00% 市場内 取得

平成30年4月16日 普通株式 100 0.00% 市場外 取得 1,900円

平成30年4月17日 普通株式 5,000 0.00% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成30年4月17日 普通株式 8,000 0.01% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成30年4月19日 普通株式 3,000 0.00% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成30年4月20日 普通株式 300 0.00% 市場内 処分

平成30年4月20日 普通株式 1,300 0.00% 市場外 処分 1,922円

平成30年4月23日 普通株式 51,500 0.04% 市場内 取得

平成30年4月23日 普通株式 500 0.00% 市場外 取得 1,909円

平成30年4月24日 普通株式 100 0.00% 市場外 処分 1,950円
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平成30年4月26日 普通株式 1,400 0.00% 市場内 取得

平成30年4月26日 普通株式 100 0.00% 市場内 処分

平成30年4月26日 普通株式 9,400 0.01% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成30年4月27日 普通株式 9,400 0.01% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成30年4月27日 普通株式 100 0.00% 市場内 処分

平成30年4月27日 普通株式 6,100 0.01% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成30年5月1日 普通株式 100 0.00% 市場内 処分

平成30年5月1日 普通株式 200 0.00% 市場外 処分 1,936円

平成30年5月2日 普通株式 6,100 0.01% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成30年5月2日 普通株式 700 0.00% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成30年5月7日 普通株式 8,700 0.01% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成30年5月8日 普通株式 100 0.00% 市場内 処分

平成30年5月8日 普通株式 6,100 0.01% 市場外 処分 1,977円

平成30年5月8日 普通株式 1,100 0.00% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成30年5月9日 普通株式 5,000 0.00% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成30年5月10日 普通株式 15,500 0.01% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成30年5月11日 普通株式 109,600 0.09% 市場内 取得

平成30年5月11日 普通株式 4,300 0.00% 市場外 取得 2,264円

平成30年5月11日 普通株式 15,500 0.01% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成30年5月14日 普通株式 44,100 0.04% 市場内 処分

平成30年5月14日 普通株式 8,000 0.01% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成30年5月15日 普通株式 11,300 0.01% 市場内 取得

平成30年5月15日 普通株式 15,500 0.01% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成30年5月16日 普通株式 2,000 0.00% 市場内 取得

平成30年5月16日 普通株式 16,800 0.01% 市場外 取得 2,422円

平成30年5月16日 普通株式 200 0.00% 市場内 処分

平成30年5月17日 普通株式 4,100 0.00% 市場内 処分

平成30年5月18日 普通株式 10,500 0.01% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成30年5月18日 普通株式 100 0.00% 市場内 処分

平成30年5月18日 普通株式 10,000 0.01% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成30年5月21日 普通株式 5,500 0.00% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成30年5月22日 普通株式 24,800 0.02% 市場内 取得

平成30年5月22日 普通株式 16,700 0.01% 市場外 取得 2,496円

平成30年5月22日 普通株式 15,500 0.01% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成30年5月22日 普通株式 7,900 0.01% 市場内 処分

平成30年5月22日 普通株式 700 0.00% 市場外 処分 2,492円
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平成30年5月23日 普通株式 10,600 0.01% 市場内 取得

平成30年5月23日 普通株式 7,400 0.01% 市場外 取得 2,504円

平成30年5月24日 普通株式 1,500 0.00% 市場内 取得

平成30年5月24日 普通株式 700 0.00% 市場外 取得 2,418円

平成30年5月25日 普通株式 2,600 0.00% 市場内 取得

平成30年5月25日 普通株式 15,500 0.01% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成30年5月25日 普通株式 15,500 0.01% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成30年5月28日 普通株式 2,500 0.00% 市場内 取得

平成30年5月28日 普通株式 300 0.00% 市場外 取得 2,465円

平成30年5月29日 普通株式 1,200 0.00% 市場内 取得

平成30年5月29日 普通株式 2,800 0.00% 市場外 取得 2,435円

平成30年5月29日 普通株式 300 0.00% 市場内 処分

平成30年5月30日 普通株式 5,900 0.00% 市場内 取得

平成30年5月30日 普通株式 22,900 0.02% 市場外 取得 2,420円

平成30年5月31日 普通株式 65,300 0.05% 市場内 取得

平成30年5月31日 普通株式 2,900 0.00% 市場外 取得 2,448円

平成30年6月1日 普通株式 30,600 0.03% 市場内 取得

平成30年6月1日 普通株式 6,200 0.01% 市場外 取得 2,540円

平成30年6月1日 普通株式 15,500 0.01% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成30年6月4日 普通株式 44,100 0.04% 市場内 取得

平成30年6月4日 普通株式 7,500 0.01% 市場外 取得 2,565円

平成30年6月5日 普通株式 51,700 0.04% 市場内 取得

平成30年6月5日 普通株式 15,500 0.01% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成30年6月6日 普通株式 17,400 0.01% 市場内 取得

平成30年6月6日 普通株式 32,600 0.03% 市場外 取得 2,615円

平成30年6月7日 普通株式 34,800 0.03% 市場内 取得

平成30年6月7日 普通株式 26,300 0.02% 市場外 取得 2,626円

平成30年6月8日 普通株式 21,300 0.02% 市場内 取得

平成30年6月11日 普通株式 200 0.00% 市場内 取得

平成30年6月12日 普通株式 3,500 0.00% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成30年6月12日 普通株式 9,400 0.01% 市場外 処分
貸借

（貸）

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
株券消費貸借契約（貸株）　野村證券　28,800株
株券消費貸借契約（貸株）　三菱UFJモルガン・スタンレー証券　16,700株
（上記三菱UFJモルガン・スタンレー証券に貸付している株券は、三菱UFJ信託銀行と
日本マスタートラスト信託銀行が共同受託している株券である事から、上記株券
消費貸借契約書上、日本マスタートラスト信託銀行が契約者となっています。）
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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） 6,969,508

上記（Y）の内訳 信託財産

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 6,969,508

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）

該当事項はありません。

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当事項はありません。
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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 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

住所又は本店所在地 〒100-0006　東京都千代田区有楽町一丁目１２番１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60年8月1日

代表者氏名 松田　通

代表者役職 取締役社長

事業内容 投資信託の委託会社としての業務ならびに投資顧問業務

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社　リスク管理部　猪原　純二

電話番号 ０３－５２２１－５７３０

（２）【保有目的】

純投資

（３）【重要提案行為等】

該当事項はありません
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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） 4,269,400

新株予約権証券又は新投資口予約権証券
等

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 0 P 0 Q 4,269,400

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 3,000

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 4,266,400

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

U 0

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
( 平成30年6月12日現在）

V 120,481,395

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

3.54

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

3.50

（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30年4月16日 普通株式 2,000 0.00% 市場外取引 取得 1,912円

平成30年4月16日 普通株式 2,000 0.00% 市場外取引 処分 1,906円

平成30年4月17日 普通株式 100 0.00% 市場外取引 処分 1,889円

平成30年4月18日 普通株式 22,800 0.02% 市場外取引 取得
1,896.16

円

平成30年4月18日 普通株式 20,600 0.02% 市場外取引 処分 1,889円

平成30年4月19日 普通株式 4,000 0.00% 市場外取引 取得
1,935.86

円

平成30年4月20日 普通株式 20,000 0.02% 市場外取引 取得 1,922円

平成30年4月20日 普通株式 4,000 0.00% 市場外取引 処分 1,934円

平成30年4月23日 普通株式 12,000 0.01% 市場外取引 取得 1,908円

平成30年4月23日 普通株式 2,000 0.00% 市場外取引 処分 1,918円
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平成30年4月24日 普通株式 21,300 0.02% 市場外取引 取得
1,945.62

円

平成30年4月24日 普通株式 300 0.00% 市場外取引 処分 1,945円

平成30年4月24日 普通株式 46,000 0.04% 市場内取引 取得

平成30年4月25日 普通株式 12,000 0.01% 市場外取引 取得 1,918円

平成30年4月26日 普通株式 9,100 0.01% 市場外取引 取得
1,948.29

円

平成30年4月26日 普通株式 26,000 0.02% 市場外取引 処分 1,948円

平成30年4月26日 普通株式 17,200 0.01% 市場内取引 取得

平成30年4月27日 普通株式 8,000 0.01% 市場外取引 取得
1,938.5

円

平成30年4月27日 普通株式 200 0.00% 市場外取引 処分
1,949.04

円

平成30年5月1日 普通株式 600 0.00% 市場外取引 取得 1,936円

平成30年5月1日 普通株式 4,300 0.00% 市場外取引 処分
1,942.47

円

平成30年5月2日 普通株式 11,500 0.01% 市場外取引 処分
1,958.41

円

平成30年5月2日 普通株式 3,600 0.00% 市場内取引 処分

平成30年5月7日 普通株式 4,700 0.00% 市場外取引 処分 1,945円

平成30年5月8日 普通株式 42,000 0.03% 市場外取引 処分 1,945円

平成30年5月9日 普通株式 700 0.00% 市場外取引 取得
1,949.79

円

平成30年5月9日 普通株式 2,000 0.00% 市場外取引 処分 1,948円

平成30年5月10日 普通株式 2,700 0.00% 市場外取引 取得
2,012.00

円

平成30年5月11日 普通株式 118,500 0.10% 市場外取引 取得
2,289.97

円

平成30年5月11日 普通株式 28,000 0.02% 市場外取引 処分 2,012円

平成30年5月11日 普通株式 298,900 0.25% 市場内取引 取得

平成30年5月14日 普通株式 74,300 0.06% 市場外取引 取得
2,391.02

円

平成30年5月14日 普通株式 4,200 0.00% 市場外取引 処分
2,382.86

円

平成30年5月14日 普通株式 60,300 0.05% 市場内取引 取得

平成30年5月15日 普通株式 2,100 0.00% 市場外取引 取得
2,429.28

円

平成30年5月15日 普通株式 8,000 0.01% 市場外取引 処分
2,411.01

円

平成30年5月15日 普通株式 1,100 0.00% 市場内取引 取得

平成30年5月15日 普通株式 800 0.00% 市場内取引 処分

平成30年5月16日 普通株式 76,700 0.06% 市場外取引 取得
2,417.00

円

平成30年5月16日 普通株式 34,100 0.03% 市場外取引 処分
2,434.95

円

平成30年5月16日 普通株式 3,800 0.00% 市場内取引 取得

平成30年5月17日 普通株式 100 0.00% 市場外取引 取得
2,416.88

円

平成30年5月17日 普通株式 2,200 0.00% 市場内取引 取得

平成30年5月18日 普通株式 58,600 0.05% 市場外取引 取得 2,517円

平成30年5月18日 普通株式 6,000 0.00% 市場外取引 処分
2,443.67

円

平成30年5月18日 普通株式 1,600 0.00% 市場内取引 取得
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平成30年5月18日 普通株式 500 0.00% 市場内取引 処分

平成30年5月21日 普通株式 54,900 0.05% 市場外取引 取得
2,554.69

円

平成30年5月21日 普通株式 8,100 0.01% 市場外取引 処分
2,557.00

円

平成30年5月21日 普通株式 43,800 0.04% 市場内取引 取得

平成30年5月21日 普通株式 300 0.00% 市場内取引 処分

平成30年5月22日 普通株式 8,700 0.01% 市場外取引 処分
2,504.11

円

平成30年5月23日 普通株式 32,000 0.03% 市場外取引 処分
2,496.88

円

平成30年5月24日 普通株式 12,500 0.01% 市場外取引 処分
2,477.81

円

平成30年5月24日 普通株式 1,000 0.00% 市場内取引 取得

平成30年5月24日 普通株式 17,900 0.01% 市場内取引 処分

平成30年5月25日 普通株式 63,200 0.05% 市場外取引 取得
2,439.06

円

平成30年5月25日 普通株式 6,700 0.01% 市場外取引 処分
2,415.33

円

平成30年5月25日 普通株式 21,100 0.02% 市場内取引 取得

平成30年5月25日 普通株式 4,200 0.00% 市場内取引 処分

平成30年5月28日 普通株式 10,600 0.01% 市場外取引 取得
2,468.61

円

平成30年5月28日 普通株式 17,000 0.01% 市場外取引 処分
2,476.86

円

平成30年5月28日 普通株式 42,600 0.04% 市場内取引 取得

平成30年5月28日 普通株式 1,200 0.00% 市場内取引 処分

平成30年5月29日 普通株式 1,800 0.00% 市場外取引 取得
2,445.20

円

平成30年5月29日 普通株式 500 0.00% 市場外取引 処分
2,435.68

円

平成30年5月29日 普通株式 4,900 0.00% 市場内取引 取得

平成30年5月29日 普通株式 3,500 0.00% 市場内取引 処分

平成30年5月30日 普通株式 6,800 0.01% 市場外取引 取得
2,419.26

円

平成30年5月30日 普通株式 10,900 0.01% 市場外取引 処分
2,435.84

円

平成30年5月30日 普通株式 8,400 0.01% 市場内取引 取得

平成30年5月30日 普通株式 21,900 0.02% 市場内取引 処分

平成30年5月31日 普通株式 10,500 0.01% 市場外取引 取得
2,434.79

円

平成30年5月31日 普通株式 14,000 0.01% 市場外取引 処分 2,413円

平成30年5月31日 普通株式 2,100 0.00% 市場内取引 取得

平成30年5月31日 普通株式 10,200 0.01% 市場内取引 処分

平成30年6月1日 普通株式 15,800 0.01% 市場外取引 取得
2,521.98

円

平成30年6月1日 普通株式 22,000 0.02% 市場外取引 処分
2,529.03

円

平成30年6月1日 普通株式 95,000 0.08% 市場内取引 取得

平成30年6月4日 普通株式 12,400 0.01% 市場外取引 取得
2,577.58

円

平成30年6月4日 普通株式 300 0.00% 市場外取引 処分
2,548.73

円

平成30年6月4日 普通株式 28,100 0.02% 市場内取引 取得
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平成30年6月4日 普通株式 1,200 0.00% 市場内取引 処分

平成30年6月5日 普通株式 9,000 0.01% 市場外取引 取得
2,599.84

円

平成30年6月5日 普通株式 10,300 0.01% 市場外取引 処分
2,598.21

円

平成30年6月5日 普通株式 18,500 0.02% 市場内取引 取得

平成30年6月6日 普通株式 1,100 0.00% 市場外取引 取得
2,621.45

円

平成30年6月6日 普通株式 8,300 0.01% 市場内取引 取得

平成30年6月7日 普通株式 2,000 0.00% 市場外取引 取得
2,636.27

円

平成30年6月7日 普通株式 7,500 0.01% 市場外取引 処分
2,614.38

円

平成30年6月7日 普通株式 4,000 0.00% 市場内取引 取得

平成30年6月7日 普通株式 6,300 0.01% 市場内取引 処分

平成30年6月8日 普通株式 16,000 0.01% 市場外取引 処分 2,627円

平成30年6月8日 普通株式 1,500 0.00% 市場内取引 取得

平成30年6月11日 普通株式 50,200 0.04% 市場外取引 取得 2,551円

平成30年6月11日 普通株式 8,000 0.01% 市場外取引 処分
2,552.25

円

平成30年6月11日 普通株式 4,000 0.00% 市場内取引 取得

平成30年6月12日 普通株式 800 0.00% 市場内取引 取得

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
株券消費貸借契約（貸株）　　日本証券金融株式会社　　30,000株
株券消費貸借契約（貸株）　　みずほ証券株式会社　　9,200株
株券消費貸借契約（貸株）　　ＢＮＰパリバ証券株式会社　　178,000株
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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） 8,897,716

上記（Y）の内訳 投資信託財産等による取得

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 8,897,716

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）

該当事項はありません。

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当事項はありません。
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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 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

住所又は本店所在地 〒100-0005　東京都千代田区丸の内二丁目５番２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 平成21年12月1日

代表者氏名 荒木　三郎

代表者役職 取締役社長

事業内容 金融商品取引業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社　経営企画部　中村　知広

電話番号 03-6742-1100

（２）【保有目的】

商品有価証券等として保有するもの

（３）【重要提案行為等】

該当事項はありません
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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） 402,645

新株予約権証券又は新投資口予約権証券
等

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 402,645 P 0 Q 0

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 0

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 402,645

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30年6月12日現在）

V 120,481,395

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

0.33

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

1.52

（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30年4月16日 普通株式 22,000 0.02% 市場内取引 取得

平成30年4月16日 普通株式 20,900 0.02% 市場外取引 取得 1,904円

平成30年4月16日 普通株式 18,800 0.02% 市場内取引 処分

平成30年4月16日 普通株式 4,600 0.00% 市場外取引 処分 1,901円

平成30年4月16日 普通株式 36,000 0.03% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年4月17日 普通株式 24,200 0.02% 市場内取引 取得

平成30年4月17日 普通株式 30,500 0.03% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年4月17日 普通株式 7,000 0.01% 市場内取引 処分

平成30年4月17日 普通株式 18,000 0.01% 市場外取引 処分 1,899円

平成30年4月17日 普通株式 17,700 0.01% 市場外取引 処分
貸借

（借）
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平成30年4月18日 普通株式 400 0.00% 市場内取引 取得

平成30年4月18日 普通株式 9,400 0.01% 市場外取引 取得 1,913円

平成30年4月18日 普通株式 5,200 0.00% 市場内取引 処分

平成30年4月18日 普通株式 20,800 0.02% 市場外取引 処分 1,895円

平成30年4月19日 普通株式 400 0.00% 市場内取引 取得

平成30年4月19日 普通株式 4,000 0.00% 市場外取引 取得 1,936円

平成30年4月19日 普通株式 6,000 0.00% 市場内取引 処分

平成30年4月19日 普通株式 400 0.00% 市場外取引 処分 1,959円

平成30年4月20日 普通株式 5,500 0.00% 市場内取引 取得

平成30年4月20日 普通株式 56,300 0.05% 市場外取引 取得 1,923円

平成30年4月20日 普通株式 27,000 0.02% 市場内取引 処分

平成30年4月20日 普通株式 20,000 0.02% 市場外取引 処分 1,922円

平成30年4月20日 普通株式 5,000 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年4月23日 普通株式 2,900 0.00% 市場内取引 取得

平成30年4月23日 普通株式 20,000 0.02% 市場外取引 処分 1,908円

平成30年4月23日 普通株式 25,500 0.02% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年4月24日 普通株式 151,800 0.13% 市場内取引 取得

平成30年4月24日 普通株式 23,900 0.02% 市場外取引 取得 1,942円

平成30年4月24日 普通株式 2,600 0.00% 市場内取引 処分

平成30年4月24日 普通株式 300 0.00% 市場外取引 処分 1,944円

平成30年4月25日 普通株式 186,100 0.15% 市場内取引 取得

平成30年4月25日 普通株式 96,000 0.08% 市場外取引 取得 1,918円

平成30年4月25日 普通株式 900 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年4月25日 普通株式 231,600 0.19% 市場内取引 処分

平成30年4月25日 普通株式 238,000 0.20% 市場外取引 処分 1,917円

平成30年4月26日 普通株式 200 0.00% 市場内取引 取得

平成30年4月26日 普通株式 6,000 0.00% 市場外取引 取得 1,950円

平成30年4月26日 普通株式 91,900 0.08% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年4月26日 普通株式 3,400 0.00% 市場内取引 処分

平成30年4月27日 普通株式 39,900 0.03% 市場内取引 取得

平成30年4月27日 普通株式 2,200 0.00% 市場外取引 取得 1,950円

平成30年4月27日 普通株式 29,700 0.02% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年4月27日 普通株式 52,600 0.04% 市場内取引 処分

平成30年4月27日 普通株式 2,000 0.00% 市場外取引 処分 1,928円

平成30年4月27日 普通株式 900 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年5月1日 普通株式 49,400 0.04% 市場内取引 取得

平成30年5月1日 普通株式 14,700 0.01% 市場外取引 取得 1,938円
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平成30年5月1日 普通株式 30,900 0.03% 市場内取引 処分

平成30年5月2日 普通株式 53,095 0.04% 市場内取引 取得

平成30年5月2日 普通株式 14,800 0.01% 市場外取引 取得 1,960円

平成30年5月2日 普通株式 22,700 0.02% 市場内取引 処分

平成30年5月2日 普通株式 48,500 0.04% 市場外取引 処分 1,959円

平成30年5月7日 普通株式 172,600 0.14% 市場内取引 取得

平成30年5月7日 普通株式 44,700 0.04% 市場外取引 取得 1,947円

平成30年5月7日 普通株式 10,300 0.01% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年5月7日 普通株式 24,300 0.02% 市場内取引 処分

平成30年5月7日 普通株式 262,300 0.22% 市場外取引 処分 1,948円

平成30年5月7日 普通株式 19,100 0.02% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年5月8日 普通株式 1,200 0.00% 市場内取引 取得

平成30年5月8日 普通株式 6,300 0.01% 市場外取引 取得 1,977円

平成30年5月8日 普通株式 1,100 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年5月8日 普通株式 5,100 0.00% 市場内取引 処分

平成30年5月8日 普通株式 6,000 0.00% 市場外取引 処分 1,968円

平成30年5月9日 普通株式 28,000 0.02% 市場内取引 取得

平成30年5月9日 普通株式 9,100 0.01% 市場外取引 取得 1,950円

平成30年5月9日 普通株式 22,100 0.02% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年5月9日 普通株式 500 0.00% 市場外取引 処分 1,951円

平成30年5月9日 普通株式 36,200 0.03% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年5月10日 普通株式 7,400 0.01% 市場内取引 取得

平成30年5月10日 普通株式 52,200 0.04% 市場外取引 取得 2,011円

平成30年5月10日 普通株式 35,800 0.03% 市場内取引 処分

平成30年5月10日 普通株式 100 0.00% 市場外取引 処分 2,012円

平成30年5月11日 普通株式 122,800 0.10% 市場内取引 取得

平成30年5月11日 普通株式 209,400 0.17% 市場外取引 取得 2,287円

平成30年5月11日 普通株式 93,900 0.08% 市場内取引 処分

平成30年5月11日 普通株式 254,300 0.21% 市場外取引 処分 2,288円

平成30年5月14日 普通株式 151,500 0.13% 市場内取引 取得

平成30年5月14日 普通株式 49,600 0.04% 市場外取引 取得 2,363円

平成30年5月14日 普通株式 44,100 0.04% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年5月14日 普通株式 9,700 0.01% 市場内取引 処分

平成30年5月14日 普通株式 215,600 0.18% 市場外取引 処分 2,380円

平成30年5月14日 普通株式 60,200 0.05% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年5月15日 普通株式 295,500 0.25% 市場内取引 取得

平成30年5月15日 普通株式 189,600 0.16% 市場外取引 取得 2,434円
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平成30年5月15日 普通株式 14,600 0.01% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年5月15日 普通株式 600 0.00% 市場内取引 処分

平成30年5月15日 普通株式 487,600 0.40% 市場外取引 処分 2,436円

平成30年5月15日 普通株式 153,400 0.13% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年5月16日 普通株式 1,800 0.00% 市場内取引 取得

平成30年5月16日 普通株式 23,400 0.02% 市場外取引 取得 2,417円

平成30年5月16日 普通株式 36,000 0.03% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年5月16日 普通株式 9,400 0.01% 市場内取引 処分

平成30年5月16日 普通株式 700 0.00% 市場外取引 処分 2,417円

平成30年5月16日 普通株式 82,300 0.07% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年5月17日 普通株式 3,500 0.00% 市場内取引 取得

平成30年5月17日 普通株式 108,200 0.09% 市場外取引 取得 2,416円

平成30年5月17日 普通株式 49,400 0.04% 市場内取引 処分

平成30年5月17日 普通株式 7,800 0.01% 市場外取引 処分 2,421円

平成30年5月17日 普通株式 301,700 0.25% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年5月18日 普通株式 4,300 0.00% 市場内取引 取得

平成30年5月18日 普通株式 16,000 0.01% 市場外取引 取得 2,496円

平成30年5月18日 普通株式 16,800 0.01% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年5月18日 普通株式 56,700 0.05% 市場内取引 処分

平成30年5月18日 普通株式 50,000 0.04% 市場外取引 処分 2,517円

平成30年5月18日 普通株式 233,700 0.19% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年5月21日 普通株式 2,400 0.00% 市場内取引 取得

平成30年5月21日 普通株式 95,400 0.08% 市場外取引 取得 2,557円

平成30年5月21日 普通株式 41,000 0.03% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年5月21日 普通株式 34,000 0.03% 市場内取引 処分

平成30年5月21日 普通株式 73,900 0.06% 市場外取引 処分 2,557円

平成30年5月21日 普通株式 7,600 0.01% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年5月22日 普通株式 20,400 0.02% 市場内取引 取得

平成30年5月22日 普通株式 47,400 0.04% 市場外取引 取得 2,497円

平成30年5月22日 普通株式 8,300 0.01% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年5月22日 普通株式 7,400 0.01% 市場内取引 処分

平成30年5月22日 普通株式 31,300 0.03% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年5月23日 普通株式 12,400 0.01% 市場内取引 取得

平成30年5月23日 普通株式 133,900 0.11% 市場外取引 取得 2,501円

平成30年5月23日 普通株式 71,900 0.06% 市場内取引 処分

平成30年5月23日 普通株式 50,000 0.04% 市場外取引 処分 2,501円

平成30年5月23日 普通株式 18,600 0.02% 市場外取引 処分
貸借

（借）
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平成30年5月24日 普通株式 3,600 0.00% 市場内取引 取得

平成30年5月24日 普通株式 80,800 0.07% 市場外取引 取得 2,411円

平成30年5月24日 普通株式 72,100 0.06% 市場内取引 処分

平成30年5月24日 普通株式 6,800 0.01% 市場外取引 処分 2,412円

平成30年5月25日 普通株式 5,100 0.00% 市場内取引 取得

平成30年5月25日 普通株式 10,000 0.01% 市場外取引 取得 2,430円

平成30年5月25日 普通株式 16,100 0.01% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年5月25日 普通株式 1,700 0.00% 市場内取引 処分

平成30年5月25日 普通株式 19,000 0.02% 市場外取引 処分 2,439円

平成30年5月25日 普通株式 34,800 0.03% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年5月28日 普通株式 800 0.00% 市場内取引 取得

平成30年5月28日 普通株式 12,800 0.01% 市場外取引 取得 2,477円

平成30年5月28日 普通株式 11,000 0.01% 市場内取引 処分

平成30年5月28日 普通株式 2,700 0.00% 市場外取引 処分 2,473円

平成30年5月28日 普通株式 12,500 0.01% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年5月29日 普通株式 700 0.00% 市場内取引 取得

平成30年5月29日 普通株式 4,000 0.00% 市場外取引 取得 2,426円

平成30年5月29日 普通株式 3,600 0.00% 市場内取引 処分

平成30年5月29日 普通株式 26,000 0.02% 市場外取引 処分 2,437円

平成30年5月29日 普通株式 33,600 0.03% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年5月30日 普通株式 30,600 0.03% 市場内取引 取得

平成30年5月30日 普通株式 5,700 0.00% 市場内取引 処分

平成30年5月30日 普通株式 3,000 0.00% 市場外取引 処分 2,413円

平成30年5月30日 普通株式 50,900 0.04% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年5月31日 普通株式 64,300 0.05% 市場内取引 取得

平成30年5月31日 普通株式 5,100 0.00% 市場外取引 取得 2,423円

平成30年5月31日 普通株式 13,800 0.01% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年5月31日 普通株式 19,100 0.02% 市場内取引 処分

平成30年5月31日 普通株式 26,800 0.02% 市場外取引 処分 2,439円

平成30年6月1日 普通株式 5,000 0.00% 市場内取引 取得

平成30年6月1日 普通株式 5,900 0.00% 市場外取引 取得 2,533円

平成30年6月1日 普通株式 28,500 0.02% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年6月1日 普通株式 8,000 0.01% 市場内取引 処分

平成30年6月1日 普通株式 49,600 0.04% 市場外取引 処分 2,529円

平成30年6月1日 普通株式 167,800 0.14% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年6月4日 普通株式 5,696 0.00% 市場内取引 取得

平成30年6月4日 普通株式 400 0.00% 市場内取引 処分
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平成30年6月4日 普通株式 67,400 0.06% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年6月5日 普通株式 200 0.00% 市場内取引 処分

平成30年6月5日 普通株式 32,100 0.03% 市場外取引 処分 2,608円

平成30年6月5日 普通株式 50,300 0.04% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年6月6日 普通株式 4,000 0.00% 市場内取引 取得

平成30年6月6日 普通株式 36,000 0.03% 市場外取引 取得 2,625円

平成30年6月6日 普通株式 168,100 0.14% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年6月7日 普通株式 300 0.00% 市場内取引 取得

平成30年6月7日 普通株式 2,000 0.00% 市場外取引 取得 2,613円

平成30年6月7日 普通株式 25,500 0.02% 市場内取引 処分

平成30年6月7日 普通株式 1,200 0.00% 市場外取引 処分 2,621円

平成30年6月7日 普通株式 514,600 0.43% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年6月8日 普通株式 800 0.00% 市場内取引 取得

平成30年6月8日 普通株式 3,100 0.00% 市場外取引 取得 2,600円

平成30年6月8日 普通株式 6,000 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年6月8日 普通株式 9,000 0.01% 市場内取引 処分

平成30年6月8日 普通株式 105,700 0.09% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年6月11日 普通株式 600 0.00% 市場内取引 取得

平成30年6月11日 普通株式 11,100 0.01% 市場外取引 取得 2,551円

平成30年6月11日 普通株式 1,500 0.00% 市場内取引 処分

平成30年6月11日 普通株式 11,400 0.01% 市場外取引 処分 2,548円

平成30年6月11日 普通株式 1,700 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年6月12日 普通株式 9,000 0.01% 市場外取引 取得 2,545円

平成30年6月12日 普通株式 9,400 0.01% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年6月12日 普通株式 590,400 0.49% 市場外取引 処分
貸借

（借）

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
貸借（借株）　株券消費貸借契約による
・日本マスタートラスト信託銀行株式会社：６６６，０００株
上記借株計６６６，０００株の内、２６３，３５５株は処分済。
貸借（貸株）　以下２件いずれも株券消費貸借契約による
・モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社：７８，６００株
・松井証券株式会社：２，２００株
貸借（貸株）　貸借取引貸出規程二条（貸借契約）「約諾書」に基づく品貸取引
・日本証券金融株式会社：２３，８００株
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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） 0

借入金額計（X）（千円） －

その他金額計（Y）（千円） －

上記（Y）の内訳 内、貸借取引による保有 402,645株

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）

該当事項はありません。

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ(E03606)

変更報告書

23/25



第３【共同保有者に関する事項】
該当事項はありません。

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）株式会社三菱ＵＦＪ銀行

（2）三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（3）三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

（4）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

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） 1,976,745 10,669,100

新株予約権証券又は新投資口予約権証券
等

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 1,976,745 P 0 Q 10,669,100

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 3,000

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 16,700

保有株券等の数（総数）（O+P+Q-R-S） T 12,626,145

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30年6月12日現在）

V 120,481,395

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

10.48

直前の報告書に記載された株券等保有割
合（％）

11.46
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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（％）

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,574,100 1.31

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 6,383,000 5.30

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 4,266,400 3.54

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式
会社

402,645 0.33

合計 12,626,145 10.48
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