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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

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

 2/26



（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12月10日現在）

V 130,218,481

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

1.21

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

1.21

（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

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） 5,747,900

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 5,747,900

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 61,400

保有株券等の数（総数）（O+P+Q-R-S） T 5,686,500

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

U 0

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
( 平成30年12月10日現在）

V 130,218,481

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

4.37

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

4.81

（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

平成30年10月12日 普通株式 46,200 0.04% 市場内 処分

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

（貸）

平成30年10月15日 普通株式 4,700 0.00% 市場内 処分

平成30年10月15日 普通株式 100 0.00% 市場外 処分 2,448円

平成30年10月16日 普通株式 173,100 0.13% 市場内 処分

平成30年10月16日 普通株式 10,200 0.01% 市場外 処分 2,392円

平成30年10月17日 普通株式 1,200 0.00% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成30年10月17日 普通株式 27,400 0.02% 市場内 処分

平成30年10月17日 普通株式 12,800 0.01% 市場外 処分 2,556円

平成30年10月17日 普通株式 1,200 0.00% 市場外 処分
貸借

（貸）
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平成30年10月18日 普通株式 400 0.00% 市場内 取得

平成30年10月18日 普通株式 1,200 0.00% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成30年10月19日 普通株式 100 0.00% 市場内 取得

平成30年10月22日 普通株式 4,900 0.00% 市場外 処分 2,459円

平成30年10月23日 普通株式 3,400 0.00% 市場内 処分

平成30年10月23日 普通株式 3,200 0.00% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成30年10月24日 普通株式 9,600 0.01% 市場内 処分

平成30年10月25日 普通株式 2,600 0.00% 市場内 取得

平成30年10月25日 普通株式 1,800 0.00% 市場外 取得 2,147円

平成30年10月25日 普通株式 25,700 0.02% 市場内 処分

平成30年10月25日 普通株式 2,000 0.00% 市場外 処分 2,157円

平成30年10月26日 普通株式 1,800 0.00% 市場内 処分

平成30年10月26日 普通株式 10,900 0.01% 市場外 処分 2,083円

平成30年10月26日 普通株式 700 0.00% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成30年10月29日 普通株式 500 0.00% 市場内 取得

平成30年10月30日 普通株式 700 0.00% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成30年10月30日 普通株式 49,100 0.04% 市場内 処分

平成30年10月30日 普通株式 4,300 0.00% 市場外 処分 2,094円

平成30年10月31日 普通株式 59,300 0.05% 市場内 取得

平成30年10月31日 普通株式 84,100 0.06% 市場外 取得 2,239円

平成30年10月31日 普通株式 2,600 0.00% 市場内 処分

平成30年10月31日 普通株式 900 0.00% 市場外 処分 2,243円

平成30年11月1日 普通株式 400 0.00% 市場内 処分

平成30年11月1日 普通株式 3,500 0.00% 市場外 処分 2,573円

平成30年11月2日 普通株式 186,300 0.14% 市場内 取得

平成30年11月2日 普通株式 66,600 0.05% 市場外 取得 2,560円

平成30年11月2日 普通株式 12,700 0.01% 市場外 取得
現物移
管　

2,722円

平成30年11月2日 普通株式 4,500 0.00% 市場内 処分

平成30年11月2日 普通株式 900 0.00% 市場外 処分 2,559円

平成30年11月2日 普通株式 46,600 0.04% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成30年11月5日 普通株式 35,400 0.03% 市場内 取得

平成30年11月5日 普通株式 5,300 0.00% 市場内 処分

平成30年11月5日 普通株式 1,000 0.00% 市場外 処分 2,581円

平成30年11月6日 普通株式 3,100 0.00% 市場内 処分

平成30年11月6日 普通株式 2,300 0.00% 市場外 処分 2,545円

平成30年11月7日 普通株式 1,000 0.00% 市場内 処分

平成30年11月7日 普通株式 100 0.00% 市場外 処分 2,599円
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平成30年11月7日 普通株式 4,400 0.00% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成30年11月8日 普通株式 42,300 0.03% 市場内 取得

平成30年11月8日 普通株式 3,700 0.00% 市場外 取得 2,717円

平成30年11月8日 普通株式 12,600 0.01% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成30年11月8日 普通株式 44,400 0.03% 市場内 処分

平成30年11月8日 普通株式 4,200 0.00% 市場外 処分 2,695円

平成30年11月9日 普通株式 139,100 0.11% 市場内 処分

平成30年11月9日 普通株式 22,000 0.02% 市場外 処分 2,623円

平成30年11月12日 普通株式 26,500 0.02% 市場内 処分

平成30年11月13日 普通株式 400 0.00% 市場内 取得

平成30年11月13日 普通株式 217,100 0.17% 市場内 処分

平成30年11月13日 普通株式 47,200 0.04% 市場外 処分 2,160円

平成30年11月13日 普通株式 10,000 0.01% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成30年11月14日 普通株式 21,900 0.02% 市場内 処分

平成30年11月15日 普通株式 10,000 0.01% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成30年11月15日 普通株式 150,800 0.12% 市場内 処分

平成30年11月15日 普通株式 66,600 0.05% 市場外 処分 2,041円

平成30年11月16日 普通株式 147,700 0.11% 市場内 処分

平成30年11月16日 普通株式 2,000 0.00% 市場外 処分 2,022円

平成30年11月19日 普通株式 21,900 0.02% 市場外 取得 2,026円

平成30年11月22日 普通株式 100 0.00% 市場外 取得 2,065円

平成30年11月22日 普通株式 3,800 0.00% 市場内 処分

平成30年11月22日 普通株式 700 0.00% 市場外 処分 2,037円

平成30年11月26日 普通株式 800 0.00% 市場内 処分

平成30年11月26日 普通株式 9,200 0.01% 市場外 処分 2,027円

平成30年11月26日 普通株式 105,800 0.08% 市場外 処分
現物移
管　

1,575円

平成30年11月27日 普通株式 2,500 0.00% 市場内 取得

平成30年11月27日 普通株式 100 0.00% 市場内 処分

平成30年11月27日 普通株式 3,200 0.00% 市場外 処分 2,038円

平成30年11月28日 普通株式 132,200 0.10% 市場内 取得

平成30年11月28日 普通株式 5,300 0.00% 市場外 取得 2,120円

平成30年11月28日 普通株式 4,300 0.00% 市場内 処分

平成30年11月28日 普通株式 200 0.00% 市場外 処分 2,113円

平成30年11月29日 普通株式 91,100 0.07% 市場内 取得

平成30年11月29日 普通株式 95,300 0.07% 市場外 取得 2,201円

平成30年11月29日 普通株式 6,700 0.01% 市場内 処分

平成30年11月29日 普通株式 1,100 0.00% 市場外 処分 2,203円
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平成30年11月30日 普通株式 100 0.00% 市場内 取得

平成30年11月30日 普通株式 14,900 0.01% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成30年11月30日 普通株式 56,200 0.04% 市場内 処分

平成30年11月30日 普通株式 14,900 0.01% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成30年12月3日 普通株式 61,300 0.05% 市場内 取得

平成30年12月3日 普通株式 2,100 0.00% 市場外 取得 2,209円

平成30年12月3日 普通株式 7,900 0.01% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成30年12月3日 普通株式 200 0.00% 市場内 処分

平成30年12月3日 普通株式 4,000 0.00% 市場外 処分 2,236円

平成30年12月3日 普通株式 14,900 0.01% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成30年12月4日 普通株式 16,300 0.01% 市場内 取得

平成30年12月4日 普通株式 37,000 0.03% 市場外 取得 2,223円

平成30年12月4日 普通株式 6,900 0.01% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成30年12月4日 普通株式 2,000 0.00% 市場内 処分

平成30年12月4日 普通株式 800 0.00% 市場外 処分 2,235円

平成30年12月5日 普通株式 2,200 0.00% 市場内 取得

平成30年12月5日 普通株式 2,700 0.00% 市場内 処分

平成30年12月5日 普通株式 100 0.00% 市場外 処分 2,157円

平成30年12月6日 普通株式 100 0.00% 市場内 取得

平成30年12月6日 普通株式 100 0.00% 市場外 取得 2,065円

平成30年12月6日 普通株式 14,900 0.01% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成30年12月6日 普通株式 89,600 0.07% 市場内 処分

平成30年12月6日 普通株式 21,100 0.02% 市場外 処分 2,007円

平成30年12月6日 普通株式 14,800 0.01% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成30年12月7日 普通株式 3,900 0.00% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成30年12月10日 普通株式 9,000 0.01% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成30年12月10日 普通株式 107,400 0.08% 市場内 処分

平成30年12月10日 普通株式 49,800 0.04% 市場外 処分 1,937円

平成30年12月10日 普通株式 9,000 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）　三菱UFJモルガン・スタンレー証券　61,400株
株券消費貸借契約（貸株）　メリルリンチ日本証券　23,300株
株券消費貸借契約（貸株）　クレディ・スイス証券　15,600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） 6,135,661

上記（Y）の内訳 信託財産

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 6,135,661

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） 4,339,800

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 4,339,800

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 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 4,339,800

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

U 0

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
( 平成30年12月10日現在）

V 130,218,481

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

3.33

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

2.89

（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10月12日 普通株式 48,100 0.04% 市場外取引 取得
2,374.17

円

平成30年10月12日 普通株式 17,400 0.01% 市場外取引 処分
2,334.54

円

平成30年10月12日 普通株式 1,400 0.00% 市場内取引 取得

平成30年10月12日 普通株式 17,700 0.01% 市場内取引 処分

平成30年10月15日 普通株式 43,100 0.03% 市場外取引 取得
2,473.04

円

平成30年10月15日 普通株式 34,300 0.03% 市場外取引 処分
2,459.13

円

平成30年10月15日 普通株式 3,900 0.00% 市場内取引 取得

平成30年10月16日 普通株式 54,000 0.04% 市場外取引 取得
2,424.30

円

平成30年10月16日 普通株式 18,400 0.01% 市場外取引 処分
2,445.94

円

平成30年10月16日 普通株式 3,200 0.00% 市場内取引 処分
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平成30年10月17日 普通株式 22,700 0.02% 市場外取引 取得
2,508.37

円

平成30年10月18日 普通株式 4,100 0.00% 市場外取引 取得
2,434.17

円

平成30年10月18日 普通株式 8,800 0.01% 市場外取引 処分
2,493.32

円

平成30年10月18日 普通株式 900 0.00% 市場内取引 取得

平成30年10月18日 普通株式 3,000 0.00% 市場内取引 処分

平成30年10月19日 普通株式 700 0.00% 市場外取引 取得 2,410円

平成30年10月22日 普通株式 42,900 0.03% 市場外取引 取得
2,418.32

円

平成30年10月22日 普通株式 18,000 0.01% 市場外取引 処分 2,410円

平成30年10月22日 普通株式 5,900 0.00% 市場内取引 取得

平成30年10月22日 普通株式 700 0.00% 市場内取引 処分

平成30年10月23日 普通株式 42,700 0.03% 市場外取引 取得
2,455.96

円

平成30年10月23日 普通株式 6,000 0.00% 市場外取引 処分 2,406円

平成30年10月23日 普通株式 18,500 0.01% 市場内取引 取得

平成30年10月24日 普通株式 88,800 0.07% 市場外取引 取得
2,330.30

円

平成30年10月24日 普通株式 16,600 0.01% 市場内取引 取得

平成30年10月25日 普通株式 17,800 0.01% 市場外取引 取得
2,184.07

円

平成30年10月25日 普通株式 400 0.00% 市場外取引 処分 2,150円

平成30年10月25日 普通株式 18,400 0.01% 市場内取引 取得

平成30年10月26日 普通株式 75,900 0.06% 市場外取引 取得
2,096.37

円

平成30年10月26日 普通株式 14,700 0.01% 市場外取引 処分
2,085.24

円

平成30年10月26日 普通株式 4,200 0.00% 市場内取引 取得

平成30年10月29日 普通株式 14,500 0.01% 市場外取引 取得
2,045.43

円

平成30年10月30日 普通株式 2,900 0.00% 市場外取引 取得 2,107円

平成30年10月30日 普通株式 28,700 0.02% 市場外取引 処分
2,104.37

円

平成30年10月30日 普通株式 10,000 0.01% 市場内取引 取得

平成30年10月30日 普通株式 6,300 0.00% 市場内取引 処分

平成30年10月31日 普通株式 7,500 0.01% 市場外取引 取得
2,258.52

円

平成30年10月31日 普通株式 700 0.00% 市場外取引 処分
2,198.16

円

平成30年10月31日 普通株式 52,000 0.04% 市場内取引 取得

平成30年10月31日 普通株式 2,300 0.00% 市場内取引 処分

平成30年11月1日 普通株式 27,500 0.02% 市場外取引 取得
2,566.36

円

平成30年11月1日 普通株式 6,300 0.00% 市場外取引 処分
2,387.02

円

平成30年11月1日 普通株式 89,800 0.07% 市場内取引 取得

平成30年11月2日 普通株式 58,100 0.04% 市場外取引 取得
2,536.20

円

平成30年11月2日 普通株式 31,700 0.02% 市場内取引 取得

平成30年11月5日 普通株式 20,000 0.02% 市場外取引 取得 2,552円
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平成30年11月5日 普通株式 20,000 0.02% 市場外取引 処分
2,577.09

円

平成30年11月5日 普通株式 9,700 0.01% 市場内取引 処分

平成30年11月6日 普通株式 50,500 0.04% 市場外取引 取得
2,549.45

円

平成30年11月6日 普通株式 600 0.00% 市場外取引 処分 2,552円

平成30年11月6日 普通株式 1,400 0.00% 市場内取引 取得

平成30年11月7日 普通株式 9,200 0.01% 市場外取引 取得
2,615.88

円

平成30年11月7日 普通株式 32,300 0.02% 市場内取引 取得

平成30年11月8日 普通株式 12,000 0.01% 市場外取引 取得 2,675円

平成30年11月8日 普通株式 5,400 0.00% 市場外取引 処分
2,614.74

円

平成30年11月9日 普通株式 16,000 0.01% 市場外取引 取得 2,616円

平成30年11月9日 普通株式 3,800 0.00% 市場外取引 処分 2,675円

平成30年11月9日 普通株式 3,000 0.00% 市場内取引 処分

平成30年11月12日 普通株式 5,200 0.00% 市場外取引 処分 2,616円

平成30年11月12日 普通株式 1,700 0.00% 市場内取引 取得

平成30年11月13日 普通株式 1,200 0.00% 市場外取引 取得
2,152.28

円

平成30年11月13日 普通株式 7,000 0.01% 市場外取引 処分 2,105円

平成30年11月13日 普通株式 4,500 0.00% 市場内取引 取得

平成30年11月14日 普通株式 6,100 0.00% 市場外取引 取得
2,174.90

円

平成30年11月14日 普通株式 26,000 0.02% 市場外取引 処分 2,156円

平成30年11月14日 普通株式 3,900 0.00% 市場内取引 取得

平成30年11月14日 普通株式 100 0.00% 市場内取引 処分

平成30年11月15日 普通株式 2,000 0.00% 市場内取引 取得

平成30年11月16日 普通株式 2,000 0.00% 市場外取引 取得 1,987円

平成30年11月16日 普通株式 2,600 0.00% 市場外取引 処分 2,036円

平成30年11月16日 普通株式 5,300 0.00% 市場内取引 取得

平成30年11月19日 普通株式 3,600 0.00% 市場外取引 取得
2,028.78

円

平成30年11月19日 普通株式 3,000 0.00% 市場内取引 取得

平成30年11月19日 普通株式 100 0.00% 市場内取引 処分

平成30年11月20日 普通株式 7,000 0.01% 市場外取引 取得
2,026.7

円

平成30年11月20日 普通株式 600 0.00% 市場外取引 処分 2,026円

平成30年11月21日 普通株式 5,600 0.00% 市場外取引 取得
2,056.43

円

平成30年11月21日 普通株式 200 0.00% 市場外取引 処分 2,055円

平成30年11月21日 普通株式 100 0.00% 市場内取引 取得

平成30年11月22日 普通株式 100 0.00% 市場外取引 取得
2,013.05

円

平成30年11月22日 普通株式 3,000 0.00% 市場外取引 処分
2,016.83

円

平成30年11月22日 普通株式 5,200 0.00% 市場内取引 処分

平成30年11月26日 普通株式 32,000 0.02% 市場外取引 処分 2,035円
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平成30年11月27日 普通株式 2,200 0.00% 市場外取引 取得
2,027.36

円

平成30年11月28日 普通株式 22,000 0.02% 市場外取引 処分 2,041円

平成30年11月28日 普通株式 2,100 0.00% 市場内取引 取得

平成30年11月29日 普通株式 7,500 0.01% 市場外取引 取得
2,203.31

円

平成30年11月29日 普通株式 27,100 0.02% 市場内取引 取得

平成30年11月30日 普通株式 4,700 0.00% 市場外取引 取得
2,126.06

円

平成30年11月30日 普通株式 5,900 0.00% 市場外取引 処分
2,169.43

円

平成30年11月30日 普通株式 400 0.00% 市場内取引 処分

平成30年12月3日 普通株式 1,200 0.00% 市場外取引 取得 2,211円

平成30年12月3日 普通株式 200 0.00% 市場外取引 処分 2,211円

平成30年12月4日 普通株式 1,100 0.00% 市場外取引 取得
2,210.49

円

平成30年12月4日 普通株式 9,200 0.01% 市場外取引 処分
2,221.90

円

平成30年12月5日 普通株式 2,000 0.00% 市場外取引 処分 2,205円

平成30年12月5日 普通株式 100 0.00% 市場内取引 取得

平成30年12月6日 普通株式 4,800 0.00% 市場外取引 取得
2,023.79

円

平成30年12月6日 普通株式 3,600 0.00% 市場外取引 処分
2,065.70

円

平成30年12月6日 普通株式 5,400 0.00% 市場内取引 処分

平成30年12月7日 普通株式 5,900 0.00% 市場外取引 取得
2,012.03

円

平成30年12月7日 普通株式 2,900 0.00% 市場外取引 処分
2,022.47

円

平成30年12月7日 普通株式 12,700 0.01% 市場内取引 取得

平成30年12月7日 普通株式 11,400 0.01% 市場内取引 処分

平成30年12月10日 普通株式 6,600 0.01% 市場外取引 取得 1,930円

平成30年12月10日 普通株式 4,000 0.00% 市場外取引 処分 2,022円

平成30年12月10日 普通株式 7,700 0.01% 市場内取引 処分

（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　　30,700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　　184,000株
株券消費貸借契約（貸株）　　モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社
46,100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） 12,920,386

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） 12,920,386

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） 2,380,924

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 2,380,924 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 200

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 2,380,724

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12月10日現在）

V 130,218,481

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

1.83

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

0.63

（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10月12日 普通株式 100,200 0.08% 市場内取引 取得

平成30年10月12日 普通株式 46,300 0.04% 市場外取引 取得 2,414円

平成30年10月12日 普通株式 52,400 0.04% 市場内取引 処分

平成30年10月12日 普通株式 140,100 0.11% 市場外取引 処分 2,410円

平成30年10月12日 普通株式 800 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年10月15日 普通株式 12,000 0.01% 市場外取引 取得 2,447円

平成30年10月15日 普通株式 596,500 0.46% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年10月15日 普通株式 15,200 0.01% 市場内取引 処分

平成30年10月15日 普通株式 36,700 0.03% 市場外取引 処分 2,456円

平成30年10月16日 普通株式 1,700 0.00% 市場内取引 取得
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平成30年10月16日 普通株式 400 0.00% 市場外取引 取得 2,389円

平成30年10月16日 普通株式 7,300 0.01% 市場内取引 処分

平成30年10月16日 普通株式 54,000 0.04% 市場外取引 処分 2,407円

平成30年10月17日 普通株式 56,000 0.04% 市場内取引 取得

平成30年10月17日 普通株式 4,000 0.00% 市場外取引 取得 2,552円

平成30年10月17日 普通株式 3,200 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年10月17日 普通株式 1,200 0.00% 市場内取引 処分

平成30年10月17日 普通株式 1,557,300 1.20% 市場外取引 処分 2,527円

平成30年10月17日 普通株式 356,200 0.27% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年10月18日 普通株式 4,300 0.00% 市場内取引 取得

平成30年10月18日 普通株式 1,500,000 1.15% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年10月18日 普通株式 1,200 0.00% 市場内取引 処分

平成30年10月18日 普通株式 14,200 0.01% 市場外取引 処分 2,488円

平成30年10月19日 普通株式 1,400 0.00% 市場内取引 取得

平成30年10月19日 普通株式 5,100 0.00% 市場外取引 取得 2,396円

平成30年10月19日 普通株式 800 0.00% 市場内取引 処分

平成30年10月19日 普通株式 11,200 0.01% 市場外取引 処分 2,368円

平成30年10月19日 普通株式 1,200 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年10月22日 普通株式 600 0.00% 市場内取引 取得

平成30年10月22日 普通株式 5,900 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年10月22日 普通株式 100 0.00% 市場内取引 処分

平成30年10月22日 普通株式 3,200 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年10月23日 普通株式 6,600 0.01% 市場内取引 取得

平成30年10月23日 普通株式 31,800 0.02% 市場外取引 取得 2,406円

平成30年10月23日 普通株式 3,200 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年10月23日 普通株式 5,600 0.00% 市場内取引 処分

平成30年10月23日 普通株式 23,200 0.02% 市場外取引 処分 2,413円

平成30年10月23日 普通株式 4,900 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年10月24日 普通株式 34,700 0.03% 市場内取引 取得

平成30年10月24日 普通株式 18,000 0.01% 市場外取引 取得 2,333円

平成30年10月24日 普通株式 100 0.00% 市場内取引 処分

平成30年10月24日 普通株式 66,100 0.05% 市場外取引 処分 2,330円

平成30年10月25日 普通株式 21,000 0.02% 市場内取引 取得

平成30年10月25日 普通株式 2,000 0.00% 市場内取引 処分

平成30年10月25日 普通株式 28,400 0.02% 市場外取引 処分 2,157円

平成30年10月26日 普通株式 23,300 0.02% 市場内取引 取得

平成30年10月26日 普通株式 15,300 0.01% 市場外取引 取得 2,059円
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平成30年10月26日 普通株式 700 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年10月26日 普通株式 1,700 0.00% 市場内取引 処分

平成30年10月26日 普通株式 59,300 0.05% 市場外取引 処分 2,075円

平成30年10月26日 普通株式 2,500 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年10月29日 普通株式 28,000 0.02% 市場内取引 取得

平成30年10月29日 普通株式 3,200 0.00% 市場外取引 取得 2,038円

平成30年10月29日 普通株式 4,300 0.00% 市場内取引 処分

平成30年10月29日 普通株式 2,000 0.00% 市場外取引 処分 2,048円

平成30年10月29日 普通株式 1,500 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年10月30日 普通株式 500 0.00% 市場内取引 取得

平成30年10月30日 普通株式 17,700 0.01% 市場外取引 取得 2,104円

平成30年10月30日 普通株式 15,800 0.01% 市場内取引 処分

平成30年10月30日 普通株式 16,000 0.01% 市場外取引 処分 2,098円

平成30年10月31日 普通株式 14,400 0.01% 市場内取引 取得

平成30年10月31日 普通株式 39,400 0.03% 市場外取引 取得 2,169円

平成30年10月31日 普通株式 1,200 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年10月31日 普通株式 300 0.00% 市場内取引 処分

平成30年10月31日 普通株式 8,100 0.01% 市場外取引 処分 2,253円

平成30年10月31日 普通株式 900 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年11月1日 普通株式 294,600 0.23% 市場内取引 取得

平成30年11月1日 普通株式 16,700 0.01% 市場外取引 取得 2,570円

平成30年11月1日 普通株式 314,000 0.24% 市場外取引 処分 2,567円

平成30年11月1日 普通株式 700 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年11月2日 普通株式 4,796 0.00% 市場内取引 取得

平成30年11月2日 普通株式 7,300 0.01% 市場外取引 取得 2,545円

平成30年11月2日 普通株式 46,600 0.04% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年11月2日 普通株式 14,800 0.01% 市場内取引 処分

平成30年11月2日 普通株式 7,200 0.01% 市場外取引 処分 2,578円

平成30年11月2日 普通株式 2,700 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年11月5日 普通株式 96,100 0.07% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年11月5日 普通株式 11,500 0.01% 市場内取引 処分

平成30年11月5日 普通株式 2,000 0.00% 市場外取引 処分 2,552円

平成30年11月5日 普通株式 21,300 0.02% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年11月6日 普通株式 600 0.00% 市場内取引 取得

平成30年11月6日 普通株式 12,700 0.01% 市場外取引 取得 2,535円

平成30年11月6日 普通株式 1,400 0.00% 市場内取引 処分

平成30年11月6日 普通株式 14,700 0.01% 市場外取引 処分 2,535円
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平成30年11月6日 普通株式 20,800 0.02% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年11月7日 普通株式 61,500 0.05% 市場外取引 取得 2,606円

平成30年11月7日 普通株式 4,400 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年11月7日 普通株式 45,000 0.03% 市場内取引 処分

平成30年11月7日 普通株式 12,600 0.01% 市場外取引 処分 2,613円

平成30年11月8日 普通株式 2,000 0.00% 市場内取引 取得

平成30年11月8日 普通株式 6,100 0.00% 市場外取引 取得 2,675円

平成30年11月8日 普通株式 95,400 0.07% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年11月8日 普通株式 600 0.00% 市場内取引 処分

平成30年11月9日 普通株式 76,900 0.06% 市場外取引 取得 2,601円

平成30年11月9日 普通株式 60,800 0.05% 市場内取引 処分

平成30年11月9日 普通株式 28,700 0.02% 市場外取引 処分 2,617円

平成30年11月9日 普通株式 4,400 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年11月12日 普通株式 1,500 0.00% 市場内取引 取得

平成30年11月12日 普通株式 76,200 0.06% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年11月12日 普通株式 300 0.00% 市場内取引 処分

平成30年11月12日 普通株式 2,000 0.00% 市場外取引 処分 2,357円

平成30年11月12日 普通株式 85,600 0.07% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年11月13日 普通株式 46,900 0.04% 市場外取引 取得 2,156円

平成30年11月13日 普通株式 26,300 0.02% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年11月13日 普通株式 12,000 0.01% 市場内取引 処分

平成30年11月13日 普通株式 300 0.00% 市場外取引 処分 2,156円

平成30年11月14日 普通株式 100 0.00% 市場内取引 取得

平成30年11月14日 普通株式 5,200 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年11月14日 普通株式 2,200 0.00% 市場内取引 処分

平成30年11月14日 普通株式 14,300 0.01% 市場外取引 処分 2,144円

平成30年11月14日 普通株式 80,400 0.06% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年11月15日 普通株式 2,300 0.00% 市場外取引 取得 2,063円

平成30年11月15日 普通株式 273,300 0.21% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年11月15日 普通株式 2,800 0.00% 市場内取引 処分

平成30年11月15日 普通株式 7,100 0.01% 市場外取引 処分 2,039円

平成30年11月16日 普通株式 100 0.00% 市場内取引 取得

平成30年11月16日 普通株式 7,600 0.01% 市場外取引 取得 1,996円

平成30年11月16日 普通株式 110,600 0.08% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年11月16日 普通株式 4,200 0.00% 市場内取引 処分

平成30年11月16日 普通株式 5,500 0.00% 市場外取引 処分 2,006円

平成30年11月19日 普通株式 6,300 0.00% 市場内取引 取得
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平成30年11月19日 普通株式 12,900 0.01% 市場外取引 取得 2,030円

平成30年11月19日 普通株式 500 0.00% 市場内取引 処分

平成30年11月19日 普通株式 20,000 0.02% 市場外取引 処分 2,032円

平成30年11月19日 普通株式 10,000 0.01% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年11月20日 普通株式 3,100 0.00% 市場内取引 処分

平成30年11月20日 普通株式 12,000 0.01% 市場外取引 処分 2,015円

平成30年11月20日 普通株式 1,000 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年11月21日 普通株式 300 0.00% 市場内取引 取得

平成30年11月21日 普通株式 500 0.00% 市場内取引 処分

平成30年11月21日 普通株式 10,200 0.01% 市場外取引 処分 2,056円

平成30年11月22日 普通株式 1,800 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年11月26日 普通株式 23,900 0.02% 市場内取引 取得

平成30年11月26日 普通株式 11,200 0.01% 市場外取引 取得 2,030円

平成30年11月26日 普通株式 39,900 0.03% 市場外取引 処分 2,039円

平成30年11月27日 普通株式 100 0.00% 市場内取引 取得

平成30年11月27日 普通株式 55,900 0.04% 市場外取引 取得 2,041円

平成30年11月27日 普通株式 3,300 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年11月27日 普通株式 2,000 0.00% 市場内取引 処分

平成30年11月27日 普通株式 3,300 0.00% 市場外取引 処分 2,036円

平成30年11月27日 普通株式 5,200 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年11月28日 普通株式 4,000 0.00% 市場内取引 取得

平成30年11月28日 普通株式 700 0.00% 市場内取引 処分

平成30年11月28日 普通株式 45,000 0.03% 市場外取引 処分 2,046円

平成30年11月29日 普通株式 9,400 0.01% 市場内取引 取得

平成30年11月29日 普通株式 11,200 0.01% 市場外取引 取得 2,200円

平成30年11月29日 普通株式 450,000 0.35% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年11月29日 普通株式 3,400 0.00% 市場内取引 処分

平成30年11月29日 普通株式 2,000 0.00% 市場外取引 処分 2,203円

平成30年11月29日 普通株式 102,500 0.08% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年11月30日 普通株式 89,500 0.07% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年11月30日 普通株式 6,500 0.00% 市場内取引 処分

平成30年11月30日 普通株式 9,300 0.01% 市場外取引 処分 2,157円

平成30年11月30日 普通株式 71,300 0.05% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年12月3日 普通株式 6,100 0.00% 市場内取引 取得

平成30年12月3日 普通株式 9,600 0.01% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年12月3日 普通株式 2,600 0.00% 市場内取引 処分

平成30年12月3日 普通株式 16,000 0.01% 市場外取引 処分 2,211円
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平成30年12月4日 普通株式 8,996 0.01% 市場内取引 取得

平成30年12月4日 普通株式 3,200 0.00% 市場外取引 取得 2,225円

平成30年12月4日 普通株式 22,800 0.02% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年12月4日 普通株式 3,400 0.00% 市場外取引 処分 2,216円

平成30年12月4日 普通株式 14,900 0.01% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年12月5日 普通株式 2,200 0.00% 市場内取引 取得

平成30年12月5日 普通株式 4,400 0.00% 市場外取引 取得 2,158円

平成30年12月5日 普通株式 102,300 0.08% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年12月5日 普通株式 100 0.00% 市場内取引 処分

平成30年12月5日 普通株式 200 0.00% 市場外取引 処分 2,167円

平成30年12月5日 普通株式 38,600 0.03% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年12月6日 普通株式 22,400 0.02% 市場内取引 取得

平成30年12月6日 普通株式 83,500 0.06% 市場外取引 取得 2,038円

平成30年12月6日 普通株式 30,900 0.02% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年12月6日 普通株式 400 0.00% 市場内取引 処分

平成30年12月6日 普通株式 102,200 0.08% 市場外取引 処分 2,042円

平成30年12月6日 普通株式 6,900 0.01% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年12月7日 普通株式 4,000 0.00% 市場外取引 取得 2,022円

平成30年12月7日 普通株式 3,200 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年12月7日 普通株式 10,200 0.01% 市場内取引 処分

平成30年12月7日 普通株式 5,100 0.00% 市場外取引 処分 2,004円

平成30年12月10日 普通株式 7,000 0.01% 市場内取引 取得

平成30年12月10日 普通株式 1,400 0.00% 市場外取引 取得 1,937円

平成30年12月10日 普通株式 646,700 0.50% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年12月10日 普通株式 1,700 0.00% 市場内取引 処分

平成30年12月10日 普通株式 15,500 0.01% 市場外取引 処分 1,935円

平成30年12月10日 普通株式 14,900 0.01% 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）　以下４件いずれも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：３，１１１，９００株
・日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社：６１５，９００株
・資産管理サービス信託銀行株式会社：１５０，３００株
・野村信託銀行株式会社：６，６００株
上記借株計３，８８４，７００株の内、１，５０３，９７６株は処分済。
貸借（貸株）　以下５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：７００，４００株
・クレディ・スイス証券株式会社：５２０，４００株
・ＵＢＳ証券株式会社：５００，１００株
・ＡＢＮアムロクリアリングバンクエヌヴィー：１３，６００株
・ドイツ証券株式会社：１２，８００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 2,380,724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。
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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） 3,955,024 10,087,700

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 3,955,024 P 0 Q 10,087,700

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 200

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 61,400

保有株券等の数（総数）（O+P+Q-R-S） T 13,981,124

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12月10日現在）

V 130,218,481

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（％）

9.53
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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 1.21

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 5,686,500 4.37

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 4,339,800 3.33

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式
会社

2,380,724 1.83

合計 13,981,124 10.74
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