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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31年2月15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） 6,608,100

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 0 P 0 Q 6,608,100

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 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 5,100

保有株券等の数（総数）（O+P+Q-R-S） T 6,603,000

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31年2月15日現在）

V 130,218,481

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

5.07

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

5.08

（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12月18日 普通株式 5,200 0.00% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成30年12月18日 普通株式 400 0.00% 市場内 処分

平成30年12月19日 普通株式 11,700 0.01% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成30年12月21日 普通株式 7,300 0.01% 市場内 処分

平成30年12月21日 普通株式 400 0.00% 市場外 処分 1,703円

平成30年12月21日 普通株式 3,200 0.00% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成30年12月26日 普通株式 1,000 0.00% 市場内 取得

平成30年12月27日 普通株式 5,400 0.00% 市場内 取得

平成30年12月27日 普通株式 2,000 0.00% 市場外 取得 1,676円

平成30年12月28日 普通株式 500 0.00% 市場内 取得
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平成30年12月28日 普通株式 14,900 0.01% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成31年1月7日 普通株式 300 0.00% 市場内 処分

平成31年1月8日 普通株式 6,000 0.00% 市場内 取得

平成31年1月9日 普通株式 39,800 0.03% 市場内 処分

平成31年1月10日 普通株式 1,600 0.00% 市場内 取得

平成31年1月10日 普通株式 1,000 0.00% 市場内 処分

平成31年1月11日 普通株式 200 0.00% 市場内 取得

平成31年1月11日 普通株式 4,600 0.00% 市場外 取得 1,519円

平成31年1月15日 普通株式 103,700 0.08% 市場内 取得

平成31年1月15日 普通株式 41,500 0.03% 市場外 取得 1,602円

平成31年1月16日 普通株式 2,600 0.00% 市場内 取得

平成31年1月16日 普通株式 32,400 0.02% 市場外 取得 1,542円

平成31年1月17日 普通株式 54,700 0.04% 市場内 取得

平成31年1月17日 普通株式 6,100 0.00% 市場外 取得 1,555円

平成31年1月18日 普通株式 6,300 0.00% 市場内 処分

平成31年1月18日 普通株式 600 0.00% 市場外 処分 1,550円

平成31年1月21日 普通株式 6,400 0.00% 市場内 取得

平成31年1月21日 普通株式 3,000 0.00% 市場外 取得 1,641円

平成31年1月22日 普通株式 49,100 0.04% 市場内 取得

平成31年1月22日 普通株式 1,000 0.00% 市場外 取得 1,597円

平成31年1月22日 普通株式 200 0.00% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成31年1月23日 普通株式 8,700 0.01% 市場内 取得

平成31年1月23日 普通株式 7,600 0.01% 市場外 取得 1,581円

平成31年1月23日 普通株式 200 0.00% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成31年1月23日 普通株式 11,000 0.01% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成31年1月24日 普通株式 70,300 0.05% 市場内 取得

平成31年1月24日 普通株式 32,100 0.02% 市場外 取得 1,626円

平成31年1月25日 普通株式 12,000 0.01% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成31年1月28日 普通株式 110,000 0.08% 市場内 取得

平成31年1月28日 普通株式 87,900 0.07% 市場外 取得 1,803円

平成31年1月29日 普通株式 124,800 0.10% 市場内 取得

平成31年1月29日 普通株式 1,500 0.00% 市場外 取得 1,720円

平成31年1月30日 普通株式 125,700 0.10% 市場内 取得

平成31年1月30日 普通株式 1,700 0.00% 市場外 取得 1,850円

平成31年1月30日 普通株式 14,900 0.01% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成31年1月30日 普通株式 7,200 0.01% 市場内 処分

平成31年1月30日 普通株式 14,900 0.01% 市場外 処分
貸借

（貸）
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平成31年1月31日 普通株式 165,200 0.13% 市場内 取得

平成31年1月31日 普通株式 153,500 0.12% 市場外 取得 1,901円

平成31年1月31日 普通株式 55,300 0.04% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成31年2月4日 普通株式 30,600 0.02% 市場内 取得

平成31年2月4日 普通株式 900 0.00% 市場外 取得 2,067円

平成31年2月6日 普通株式 1,000 0.00% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成31年2月7日 普通株式 5,100 0.00% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成31年2月7日 普通株式 4,100 0.00% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成31年2月12日 普通株式 300 0.00% 市場内 取得

平成31年2月12日 普通株式 4,100 0.00% 市場内 処分

平成31年2月13日 普通株式 39,900 0.03% 市場内 処分

平成31年2月14日 普通株式 700 0.00% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成31年2月15日 普通株式 800 0.00% 市場内 取得

平成31年2月15日 普通株式 100 0.00% 市場外 取得 2,422円

平成31年2月15日 普通株式 4,400 0.00% 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　150,100株
株券消費貸借契約（貸株）　大和証券　100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　5,100株
株券消費貸借契約（貸株）　ゴールドマンサックス証券　57,900株
株券消費貸借契約（貸株）　バークレイズ証券　6,400株
株券消費貸借契約（貸株）　みずほ証券　18,600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） 7,693,999

上記（Y）の内訳 信託財産

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 7,693,999

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） 4,383,000

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 4,383,000

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 4,383,000

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31年2月15日現在）

V 130,218,481

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

3.37

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

3.34

（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12月18日 普通株式 22,500 0.02% 市場外取引 取得
1,826.34

円

平成30年12月18日 普通株式 3,200 0.00% 市場外取引 処分
1,838.19

円

平成30年12月18日 普通株式 44,000 0.03% 市場内取引 処分

平成30年12月19日 普通株式 61,600 0.05% 市場外取引 取得
1,828.25

円

平成30年12月19日 普通株式 400 0.00% 市場内取引 処分

平成30年12月20日 普通株式 9,200 0.01% 市場外取引 取得
1,809.17

円

平成30年12月20日 普通株式 100 0.00% 市場外取引 処分
1,737.1

円

平成30年12月20日 普通株式 8,900 0.01% 市場内取引 処分

平成30年12月21日 普通株式 2,000 0.00% 市場外取引 取得 1,705円

平成30年12月25日 普通株式 600 0.00% 市場外取引 処分 1,705円
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平成30年12月26日 普通株式 26,500 0.02% 市場外取引 取得
1,604.61

円

平成30年12月27日 普通株式 900 0.00% 市場外取引 取得
1,672.38

円

平成30年12月27日 普通株式 4,800 0.00% 市場内取引 取得

平成30年12月28日 普通株式 71,800 0.06% 市場外取引 取得
1,636.07

円

平成31年1月4日 普通株式 57,300 0.04% 市場外取引 取得
1,531.85

円

平成31年1月4日 普通株式 200 0.00% 市場外取引 処分 1,476円

平成31年1月7日 普通株式 2,100 0.00% 市場外取引 取得
1,547.57

円

平成31年1月7日 普通株式 31,800 0.02% 市場内取引 取得

平成31年1月8日 普通株式 29,300 0.02% 市場外取引 取得
1,562.41

円

平成31年1月8日 普通株式 8,300 0.01% 市場内取引 取得

平成31年1月9日 普通株式 2,700 0.00% 市場外取引 取得
1,560.81

円

平成31年1月9日 普通株式 8,900 0.01% 市場内取引 取得

平成31年1月10日 普通株式 4,200 0.00% 市場外取引 処分
1,515.42

円

平成31年1月10日 普通株式 1,200 0.00% 市場内取引 取得

平成31年1月10日 普通株式 150,200 0.12% 市場内取引 処分

平成31年1月16日 普通株式 4,800 0.00% 市場外取引 取得 1,546円

平成31年1月17日 普通株式 4,100 0.00% 市場外取引 取得
1,549.01

円

平成31年1月17日 普通株式 7,900 0.01% 市場外取引 処分
1,560.67

円

平成31年1月17日 普通株式 7,900 0.01% 市場内取引 取得

平成31年1月17日 普通株式 84,400 0.06% 市場内取引 処分

平成31年1月18日 普通株式 2,000 0.00% 市場外取引 取得 1,562円

平成31年1月21日 普通株式 1,400 0.00% 市場外取引 取得 1,637円

平成31年1月22日 普通株式 42,000 0.03% 市場外取引 取得
1,591.25

円

平成31年1月22日 普通株式 1,300 0.00% 市場外取引 処分
1,575.72

円

平成31年1月22日 普通株式 7,800 0.01% 市場内取引 処分

平成31年1月23日 普通株式 2,000 0.00% 市場外取引 処分 1,581円

平成31年1月24日 普通株式 600 0.00% 市場外取引 取得 1,650円

平成31年1月24日 普通株式 400 0.00% 市場内取引 処分

平成31年1月25日 普通株式 1,400 0.00% 市場外取引 取得
1,816.91

円

平成31年1月25日 普通株式 9,100 0.01% 市場外取引 処分
1,703.99

円

平成31年1月25日 普通株式 15,600 0.01% 市場内取引 取得

平成31年1月25日 普通株式 1,100 0.00% 市場内取引 処分

平成31年1月28日 普通株式 1,900 0.00% 市場外取引 取得
1,807.74

円

平成31年1月28日 普通株式 6,600 0.01% 市場外取引 処分
1,789.61

円

平成31年1月28日 普通株式 10,200 0.01% 市場内取引 取得

平成31年1月29日 普通株式 600 0.00% 市場外取引 取得
1,698.58

円
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平成31年1月29日 普通株式 700 0.00% 市場内取引 取得

平成31年1月30日 普通株式 7,000 0.01% 市場外取引 取得
1,871.69

円

平成31年1月30日 普通株式 800 0.00% 市場外取引 処分
1,790.52

円

平成31年1月30日 普通株式 11,400 0.01% 市場内取引 取得

平成31年1月31日 普通株式 11,300 0.01% 市場外取引 取得
1,907.33

円

平成31年1月31日 普通株式 100 0.00% 市場外取引 処分 1,904円

平成31年1月31日 普通株式 50,300 0.04% 市場内取引 取得

平成31年2月1日 普通株式 8,300 0.01% 市場外取引 取得
2,030.04

円

平成31年2月1日 普通株式 200 0.00% 市場外取引 処分
2,035.2

円

平成31年2月1日 普通株式 56,000 0.04% 市場内取引 取得

平成31年2月5日 普通株式 16,100 0.01% 市場外取引 取得
2,065.81

円

平成31年2月5日 普通株式 14,600 0.01% 市場外取引 処分
2,021.16

円

平成31年2月5日 普通株式 900 0.00% 市場内取引 取得

平成31年2月5日 普通株式 9,100 0.01% 市場内取引 処分

平成31年2月6日 普通株式 4,500 0.00% 市場外取引 処分
2,022.20

円

平成31年2月6日 普通株式 18,100 0.01% 市場内取引 処分

平成31年2月7日 普通株式 1,800 0.00% 市場外取引 取得
2,071.88

円

平成31年2月7日 普通株式 3,600 0.00% 市場外取引 処分
2,089.47

円

平成31年2月7日 普通株式 5,200 0.00% 市場内取引 取得

平成31年2月7日 普通株式 7,200 0.01% 市場内取引 処分

平成31年2月8日 普通株式 12,200 0.01% 市場内取引 処分

平成31年2月12日 普通株式 700 0.00% 市場外取引 取得
2,372.56

円

平成31年2月12日 普通株式 9,900 0.01% 市場内取引 取得

平成31年2月12日 普通株式 16,400 0.01% 市場内取引 処分

平成31年2月13日 普通株式 10,600 0.01% 市場外取引 取得 2,436円

平成31年2月13日 普通株式 300 0.00% 市場外取引 処分
2,531.9

円

平成31年2月13日 普通株式 4,800 0.00% 市場内取引 処分

平成31年2月14日 普通株式 20,000 0.02% 市場外取引 取得
2,414.7

円

平成31年2月14日 普通株式 4,700 0.00% 市場外取引 処分
2,414.61

円

平成31年2月14日 普通株式 5,500 0.00% 市場内取引 処分

平成31年2月15日 普通株式 10,400 0.01% 市場外取引 取得
2,403.21

円

平成31年2月15日 普通株式 2,500 0.00% 市場外取引 処分
2,417.62

円

平成31年2月15日 普通株式 4,900 0.00% 市場内取引 取得

平成31年2月15日 普通株式 4,900 0.00% 市場内取引 処分
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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）　　ＢＮＰパリバ証券株式会社　　218,000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） 8,174,786

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） 8,174,786

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） 895,612

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 895,612 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 895,612

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31年2月15日現在）

V 130,218,481

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

0.69

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

1.88

（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12月18日 普通株式 5,800 0.00% 市場内取引 取得

平成30年12月18日 普通株式 10,400 0.01% 市場外取引 取得 1,836円

平成30年12月18日 普通株式 400 0.00% 市場内取引 処分

平成30年12月18日 普通株式 18,100 0.01% 市場外取引 処分 1,842円

平成30年12月19日 普通株式 11,700 0.01% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年12月19日 普通株式 2,800 0.00% 市場内取引 処分

平成30年12月19日 普通株式 19,000 0.01% 市場外取引 処分 1,827円

平成30年12月19日 普通株式 4,000 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年12月20日 普通株式 4,199 0.00% 市場内取引 取得

平成30年12月20日 普通株式 17,500 0.01% 市場外取引 取得
貸借

（借）
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平成30年12月20日 普通株式 6,000 0.00% 市場内取引 処分

平成30年12月20日 普通株式 19,000 0.01% 市場外取引 処分 1,703円

平成30年12月20日 普通株式 12,600 0.01% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成30年12月21日 普通株式 200 0.00% 市場内取引 取得

平成30年12月21日 普通株式 36,900 0.03% 市場外取引 取得 1,697円

平成30年12月21日 普通株式 20,400 0.02% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年12月21日 普通株式 9,600 0.01% 市場内取引 処分

平成30年12月21日 普通株式 52,800 0.04% 市場外取引 処分 1,678円

平成30年12月25日 普通株式 1,300 0.00% 市場外取引 取得 1,605円

平成30年12月25日 普通株式 100,000 0.08% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年12月25日 普通株式 3,900 0.00% 市場外取引 処分 1,672円

平成30年12月26日 普通株式 28,300 0.02% 市場内取引 取得

平成30年12月26日 普通株式 20,900 0.02% 市場外取引 処分 1,612円

平成30年12月27日 普通株式 300 0.00% 市場内取引 取得

平成30年12月27日 普通株式 2,000 0.00% 市場外取引 取得 1,691円

平成30年12月27日 普通株式 27,000 0.02% 市場内取引 処分

平成30年12月27日 普通株式 10,000 0.01% 市場外取引 処分 1,656円

平成30年12月28日 普通株式 20,000 0.02% 市場内取引 取得

平成30年12月28日 普通株式 400,000 0.31% 市場外取引 取得 1,640円

平成30年12月28日 普通株式 700 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成30年12月28日 普通株式 378,200 0.29% 市場内取引 処分

平成30年12月28日 普通株式 44,400 0.03% 市場外取引 処分 1,640円

平成31年1月4日 普通株式 5,900 0.00% 市場内取引 取得

平成31年1月4日 普通株式 1,400 0.00% 市場外取引 取得 1,453円

平成31年1月4日 普通株式 1,400 0.00% 市場内取引 処分

平成31年1月7日 普通株式 8,694 0.01% 市場内取引 取得

平成31年1月7日 普通株式 22,000 0.02% 市場外取引 取得 1,541円

平成31年1月7日 普通株式 19,000 0.01% 市場外取引 処分 1,541円

平成31年1月7日 普通株式 52,000 0.04% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成31年1月8日 普通株式 82,700 0.06% 市場内取引 取得

平成31年1月8日 普通株式 30,500 0.02% 市場外取引 取得 1,637円

平成31年1月8日 普通株式 200,000 0.15% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成31年1月8日 普通株式 100 0.00% 市場内取引 処分

平成31年1月8日 普通株式 78,000 0.06% 市場外取引 処分 1,614円

平成31年1月8日 普通株式 21,000 0.02% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成31年1月9日 普通株式 25,000 0.02% 市場内取引 取得

平成31年1月9日 普通株式 8,100 0.01% 市場外取引 取得 1,555円
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平成31年1月9日 普通株式 11,900 0.01% 市場外取引 処分 1,548円

平成31年1月9日 普通株式 19,800 0.02% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成31年1月10日 普通株式 15,400 0.01% 市場内取引 取得

平成31年1月10日 普通株式 300 0.00% 市場内取引 処分

平成31年1月10日 普通株式 600 0.00% 市場外取引 処分 1,514円

平成31年1月10日 普通株式 51,300 0.04% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成31年1月11日 普通株式 63,000 0.05% 市場内取引 取得

平成31年1月11日 普通株式 21,600 0.02% 市場外取引 取得 1,517円

平成31年1月11日 普通株式 7,500 0.01% 市場内取引 処分

平成31年1月11日 普通株式 21,900 0.02% 市場外取引 処分 1,522円

平成31年1月15日 普通株式 9,600 0.01% 市場内取引 取得

平成31年1月15日 普通株式 165,200 0.13% 市場外取引 取得 1,583円

平成31年1月15日 普通株式 98,000 0.08% 市場内取引 処分

平成31年1月15日 普通株式 68,200 0.05% 市場外取引 処分 1,600円

平成31年1月15日 普通株式 56,500 0.04% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成31年1月16日 普通株式 2,600 0.00% 市場内取引 取得

平成31年1月16日 普通株式 156,300 0.12% 市場外取引 取得 1,549円

平成31年1月16日 普通株式 200,000 0.15% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成31年1月16日 普通株式 93,500 0.07% 市場内取引 処分

平成31年1月16日 普通株式 59,700 0.05% 市場外取引 処分 1,545円

平成31年1月16日 普通株式 200,000 0.15% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成31年1月17日 普通株式 200 0.00% 市場内取引 取得

平成31年1月17日 普通株式 800 0.00% 市場外取引 取得 1,552円

平成31年1月17日 普通株式 45,100 0.03% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成31年1月17日 普通株式 100 0.00% 市場内取引 処分

平成31年1月18日 普通株式 100 0.00% 市場内取引 取得

平成31年1月18日 普通株式 4,000 0.00% 市場外取引 取得 1,560円

平成31年1月18日 普通株式 444,900 0.34% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成31年1月21日 普通株式 17,100 0.01% 市場内取引 取得

平成31年1月21日 普通株式 36,000 0.03% 市場外取引 取得 1,568円

平成31年1月21日 普通株式 2,600 0.00% 市場内取引 処分

平成31年1月21日 普通株式 4,900 0.00% 市場外取引 処分 1,638円

平成31年1月21日 普通株式 60,300 0.05% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成31年1月22日 普通株式 12,000 0.01% 市場内取引 取得

平成31年1月22日 普通株式 12,300 0.01% 市場外取引 取得 1,583円

平成31年1月22日 普通株式 200 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成31年1月22日 普通株式 10,300 0.01% 市場外取引 処分 1,579円
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平成31年1月22日 普通株式 262,100 0.20% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成31年1月23日 普通株式 100 0.00% 市場内取引 取得

平成31年1月23日 普通株式 11,000 0.01% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成31年1月23日 普通株式 10,000 0.01% 市場内取引 処分

平成31年1月23日 普通株式 1,000 0.00% 市場外取引 処分 1,606円

平成31年1月23日 普通株式 200 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成31年1月24日 普通株式 100 0.00% 市場内取引 取得

平成31年1月24日 普通株式 26,000 0.02% 市場外取引 取得 1,650円

平成31年1月24日 普通株式 200 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成31年1月25日 普通株式 100 0.00% 市場内取引 取得

平成31年1月25日 普通株式 100 0.00% 市場外取引 取得 1,806円

平成31年1月25日 普通株式 100 0.00% 市場内取引 処分

平成31年1月25日 普通株式 119,900 0.09% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成31年1月28日 普通株式 8,300 0.01% 市場内取引 取得

平成31年1月28日 普通株式 500 0.00% 市場外取引 取得 1,789円

平成31年1月28日 普通株式 100 0.00% 市場内取引 処分

平成31年1月28日 普通株式 1,000 0.00% 市場外取引 処分 1,816円

平成31年1月29日 普通株式 6,600 0.01% 市場内取引 取得

平成31年1月29日 普通株式 1,510,300 1.16% 市場外取引 取得 1,772円

平成31年1月29日 普通株式 1,575,900 1.21% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成31年1月29日 普通株式 10,000 0.01% 市場外取引 処分 1,731円

平成31年1月29日 普通株式 31,000 0.02% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成31年1月30日 普通株式 45,500 0.03% 市場内取引 取得

平成31年1月30日 普通株式 70,500 0.05% 市場外取引 取得 1,847円

平成31年1月30日 普通株式 250,600 0.19% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成31年1月30日 普通株式 18,300 0.01% 市場内取引 処分

平成31年1月30日 普通株式 106,100 0.08% 市場外取引 処分 1,845円

平成31年1月31日 普通株式 48,900 0.04% 市場内取引 取得

平成31年1月31日 普通株式 12,800 0.01% 市場外取引 取得 1,896円

平成31年1月31日 普通株式 4,000 0.00% 市場内取引 処分

平成31年1月31日 普通株式 57,000 0.04% 市場外取引 処分 1,923円

平成31年1月31日 普通株式 1,728,700 1.33% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成31年2月1日 普通株式 1,600 0.00% 市場内取引 処分

平成31年2月1日 普通株式 395,100 0.30% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成31年2月4日 普通株式 8,295 0.01% 市場内取引 取得

平成31年2月4日 普通株式 64,500 0.05% 市場外取引 取得 2,048円

平成31年2月4日 普通株式 6,000 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）
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平成31年2月4日 普通株式 19,000 0.01% 市場内取引 処分

平成31年2月4日 普通株式 54,400 0.04% 市場外取引 処分 2,065円

平成31年2月4日 普通株式 500,700 0.38% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成31年2月5日 普通株式 6,000 0.00% 市場内取引 取得

平成31年2月5日 普通株式 7,000 0.01% 市場外取引 処分 2,027円

平成31年2月5日 普通株式 316,100 0.24% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成31年2月6日 普通株式 24,000 0.02% 市場内取引 取得

平成31年2月6日 普通株式 4,000 0.00% 市場外取引 取得 2,035円

平成31年2月6日 普通株式 1,000 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成31年2月6日 普通株式 100 0.00% 市場内取引 処分

平成31年2月6日 普通株式 4,000 0.00% 市場外取引 処分 2,037円

平成31年2月7日 普通株式 20,000 0.02% 市場内取引 取得

平成31年2月7日 普通株式 4,100 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成31年2月7日 普通株式 300 0.00% 市場内取引 処分

平成31年2月7日 普通株式 2,000 0.00% 市場外取引 処分 2,052円

平成31年2月8日 普通株式 7,700 0.01% 市場内取引 取得

平成31年2月8日 普通株式 23,100 0.02% 市場外取引 取得 1,976円

平成31年2月8日 普通株式 59,300 0.05% 市場内取引 処分

平成31年2月8日 普通株式 3,000 0.00% 市場外取引 処分 1,975円

平成31年2月12日 普通株式 300 0.00% 市場内取引 取得

平成31年2月12日 普通株式 2,000 0.00% 市場外取引 取得 2,320円

平成31年2月12日 普通株式 5,100 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成31年2月13日 普通株式 11,800 0.01% 市場内取引 取得

平成31年2月13日 普通株式 26,000 0.02% 市場外取引 取得 2,497円

平成31年2月13日 普通株式 46,000 0.04% 市場外取引 処分 2,508円

平成31年2月14日 普通株式 10,000 0.01% 市場内取引 取得

平成31年2月14日 普通株式 700 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成31年2月14日 普通株式 7,600 0.01% 市場内取引 処分

平成31年2月14日 普通株式 5,000 0.00% 市場外取引 処分 2,407円

平成31年2月15日 普通株式 225,300 0.17% 市場内取引 取得

平成31年2月15日 普通株式 48,500 0.04% 市場外取引 取得 2,420円

平成31年2月15日 普通株式 4,400 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成31年2月15日 普通株式 273,800 0.21% 市場外取引 処分 2,424円

平成31年2月15日 普通株式 345,000 0.26% 市場外取引 処分
貸借

（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】
貸借（借株）　以下４件いずれも株券消費貸借契約による
・日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社：５１４，６００株
・ナティクシス日本証券株式会社：２００，０００株
・資産管理サービス信託銀行株式会社：１８２，５００株
・日本マスタートラスト信託銀行株式会社：５，１００株
上記借株計９０２，２００株の内、６，５８８株は処分済。
貸借（貸株）　以下３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：６４３，５００株
・ＡＢＮアムロクリアリングバンクエヌヴィー：１６，０００株
・ゴールドマン・サックス証券株式会社：１，４００株
担保（差入）　先物オプション取引証拠金として
・株式会社日本証券クリアリング機構：２００，０００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） 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 895,612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） 2,469,712 10,991,100

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 2,469,712 P 0 Q 10,991,100

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 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 5,100

保有株券等の数（総数）（O+P+Q-R-S） T 13,455,712

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31年2月15日現在）

V 130,218,481

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

10.33

直前の報告書に記載された株券等保有割
合（％）

11.51
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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 6,603,000 5.07

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 4,383,000 3.37

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式
会社

895,612 0.69

合計 13,455,712 10.33
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