
  

  

株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 

第一号様式   

    

【表紙】   

    

【提出書類】 変更報告書 No. 24 

【根拠条文】 法第27条の25第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【氏名又は名称】 

モルガン・スタンレー証券株式会社 

（Morgan Stanley Japan Securities Co.,Ltd.) 

代表者氏名：堀田 健介 

代表者役職：代表取締役会長 

【住所又は本店所在地】 

  

東京都渋谷区恵比寿四丁目２０番３号 

恵比寿ガーデンプレイスタワー 

【報告義務発生日】 平成18年9月27日 

【提出日】 平成18年10月2日 

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 7 

【提出形態】 連名 



  

  

第１【発行会社に関する事項】 

    

発行会社の名称  川崎汽船 株式会社                      

会社コード  9107 

上場・店頭の別  上場 

上場証券取引所  東京  大阪   名古屋  福岡  

本店所在地  東京都港区西新橋１―２―９ 日比谷セントラルビル      



  

 

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 
 モ ルガン・スタンレー証券株式会社  (Morgan 

Stanley Japan Securities Co., Ltd.) 

住所又は本店所在地 
東京都渋谷区恵比寿四丁目２０番３号恵比寿ガーデン

プレイスタワー 

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8年5月1日 

代表者氏名 堀田 健介 

代表者役職 代表取締役会長 

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 

 〒150-6008  

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレ

イスタワー 

モルガン・スタンレー証券株式会社 

経理部  守谷 智明 

電話番号  03-5424-4771 (直) 

        

(2)【保有目的】       

証券業務等にかかる保有 

  



  

  

 

(3)【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（株）  4,390,000      

新株予約権証券（株） A － F 

新株予約権付社債券（株） B － G 

対象有価証券カバードワラント C   H 

株券預託証券       

株券関連預託証券 D   I 

対象有価証券償還社債 E   J 

合計（株） K 4,390,000 L M 

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 
N 

保有株券等の数（総数） 
O 4,390,000 

（K+L+M-N） 

保有潜在株式の数 
P 

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 

        

②【株券等保有割合】      

発行済株式総数（株） 
Q 593,796,875 

(平成18年9月27日現在) 

上記提出者の 

 0.74  株券等保有割合（％） 

（O/(P+Q)×100） 

直前の報告書に記載された 
 0.69  

株券等保有割合（％） 



  

   (4)【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 取得または処分の別 単価 

平成18年7月31日  普通株 933,000 取得  貸借等 

平成18年8月1日  普通株 364,000 取得  貸借等 

平成18年8月2日  普通株 305,000 取得   

平成18年8月3日  普通株 10,000 取得  貸借等 

平成18年8月4日  普通株 305,000 処分   

平成18年8月7日  普通株 1,316,000 処分  貸借等 

平成18年8月8日  普通株 739,000 取得  貸借等 

平成18年8月9日  普通株 387,000 処分   

平成18年8月10日  普通株 16,000 処分   

平成18年8月11日  普通株 89,000 取得   

平成18年8月14日  普通株 621,000 取得  貸借等 

平成18年8月15日  普通株 125,000 処分  貸借等 

平成18年8月16日  普通株 162,000 取得  貸借等 

平成18年8月18日  普通株 101,000 取得  貸借等 

平成18年8月21日  普通株 466,000 取得  貸借等 

平成18年8月22日  普通株 94,000 取得  貸借等 

平成18年8月23日  普通株 70,000 処分   

平成18年8月24日  普通株 61,000 処分   

平成18年8月25日  普通株 347,000 取得  貸借等 

平成18年8月28日  普通株 204,000 処分   

平成18年8月29日  普通株 168,000 処分   

平成18年8月30日  普通株 411,000 処分  貸借等 

平成18年8月31日  普通株 235,000 取得  貸借等 

平成18年9月1日  普通株 76,000 処分  貸借等 

平成18年9月4日  普通株 298,000 取得  貸借等 

平成18年9月5日  普通株 116,000 処分  貸借等 

平成18年9月7日  普通株 350,000 処分  貸借等 

平成18年9月8日  普通株 549,000 処分  貸借等 

平成18年9月11日  普通株 124,000 取得  貸借等 

平成18年9月12日  普通株 101,000 処分  貸借等 

平成18年9月13日  普通株 13,000 処分  貸借等 

平成18年9月14日  普通株 82,000 処分   

平成18年9月15日  普通株 268,000 処分  貸借等 

平成18年9月19日  普通株 5,000 取得   

平成18年9月20日  普通株 53,000 処分   

平成18年9月21日  普通株 52,000 取得  貸借等 

平成18年9月22日  普通株 491,000 取得  貸借等 



  

 

平成18年9月25日  普通株 2,158,000 処分  貸借等 

平成18年9月26日  普通株 891,000 処分  貸借等 

平成18年9月27日  普通株 267,000 取得  貸借等 



  

  

  

  

   (5)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

  該当なし 

    

   (6)【保有株券等の取得資金】 

①【取得資金の内訳】 

自己資金額（R）（千円） 987,870 

借入金額計（S）（千円）   

その他金額計（T）（千円）   

上記（T）の内訳   

取得資金合計（千円）（R+S+T） 987,870 

        

  

②【借入金の内訳】 

番号 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円） 

1 該当なし           

2             

  

       ③【借入先の名称等】 

番号 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   法人（株式会社） 

氏名又は名称 
 モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インコーポレーテッ

ド (Morgan Stanley ＆ Co. Incorporated) 

住所又は本店所在地  1585 Broadway, New York, NY 10036 

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44年12月3日 

代表者氏名  ゾーエ・クルーズ 

代表者役職  会長 兼 ＣＥＯ 

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 

 〒150-6008  

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー 

モルガン・スタンレー証券株式会社 

経理部  守谷 智明 

電話番号  03-5424-4771 (直) 

        

(2)【保有目的】       

 証券業務等にかかる保有 



  

  

 

(3)【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（株）  35,002,441      

新株予約権証券（株） A － F 

新株予約権付社債券（株） B － G 

対象有価証券カバードワラント C   H 

株券預託証券       

株券関連預託証券 D   I 

対象有価証券償還社債 E   J 

合計（株） K 35,002,441 L M 

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 
N 

保有株券等の数（総数） 
O 35,002,441 

（K+L+M-N） 

保有潜在株式の数 
P 

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 

        

②【株券等保有割合】      

発行済株式総数（株） 
Q 593,796,875 

(平成18年9月27日現在) 

上記提出者の 

 5.89  株券等保有割合（％） 

（O/(P+Q)×100） 

直前の報告書に記載された 
 6.67  

株券等保有割合（％） 



  

   (4)【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 取得または処分の別 単価 

平成18年7月31日  普通株 159,000 取得  貸借 

平成18年8月1日  普通株 286,000 取得  貸借等 

平成18年8月2日  普通株 80,000 処分  貸借等 

平成18年8月3日  普通株 26 処分   

平成18年8月4日  普通株 314,000 取得  貸借等 

平成18年8月7日  普通株 31,027 処分  貸借等 

平成18年8月8日  普通株 527,000 取得  貸借 

平成18年8月9日  普通株 65,042 取得  貸借等 

平成18年8月10日  普通株 10,000 処分  貸借等 

平成18年8月11日  普通株 382,000 処分  貸借等 

平成18年8月15日  普通株 248,000 処分  貸借等 

平成18年8月16日  普通株 108,000 処分  貸借 

平成18年8月17日  普通株 3,997 処分  貸借 

平成18年8月18日  普通株 77,000 取得  貸借 

平成18年8月21日  普通株 82,437 取得  貸借等 

平成18年8月22日  普通株 3,035,137 処分  貸借等 

平成18年8月23日  普通株 15,275 処分  貸借等 

平成18年8月24日  普通株 17,048 処分   

平成18年8月25日  普通株 59,889 処分  貸借等 

平成18年8月28日  普通株 7,902 取得  貸借等 

平成18年8月29日  普通株 39,040 取得  貸借等 

平成18年8月30日  普通株 4,012 処分  貸借等 

平成18年8月31日  普通株 144,305 処分  貸借等 

平成18年9月1日  普通株 193,000 取得  貸借等 

平成18年9月4日  普通株 60,996 取得  貸借等 

平成18年9月5日  普通株 425,996 処分  貸借等 

平成18年9月7日  普通株 21,736 処分  貸借等 

平成18年9月8日  普通株 59,997 取得  貸借等 

平成18年9月11日  普通株 1,098 処分  貸借等 

平成18年9月12日  普通株 33,000 取得  貸借 

平成18年9月13日  普通株 661,055 処分  貸借等 

平成18年9月14日  普通株 25,044 処分  貸借等 

平成18年9月15日  普通株 80,995 処分  貸借等 

平成18年9月19日  普通株 1,491,625 処分  貸借等 

平成18年9月20日  普通株 3,997 処分   

平成18年9月21日  普通株 216 処分   

平成18年9月22日  普通株 62,009 処分  貸借等 



  

  

  

  

平成18年9月25日  普通株 5,000 取得  貸借等 

平成18年9月26日  普通株 50,000 処分  貸借 

平成18年9月27日  普通株 4,605,850 処分  貸借等 

   (5)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

  該当なし 

    

  

  

  

  

  

   (6)【保有株券等の取得資金】 

①【取得資金の内訳】 

自己資金額（R）（千円） 51,338 

借入金額計（S）（千円）   

その他金額計（T）（千円）   

上記（T）の内訳   

取得資金合計（千円）（R+S+T） 51,338 

        

  

②【借入金の内訳】 

番号 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円） 

1 該当なし           

2             

  

       ③【借入先の名称等】 

番号 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  法人（株式会社） 

氏名又は名称 
 モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナ

ル・リミテッド (Morgan Stanley ＆ Co. International Limited) 

住所又は本店所在地  25 Cabot Square Canary Wharf London E14 4QA U.K. 

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10月28日 

代表者氏名 ジョナサン・トレンチ 

代表者役職  会長 

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 

 〒150-6008  

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー 

モルガン・スタンレー証券株式会社 

経理部  守谷 智明 

電話番号  03-5424-4771 (直) 

        

(2)【保有目的】       

 証券業務等にかかる保有 



  

  

 

(3)【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（株）  29,537,767      

新株予約権証券（株） A － F 

新株予約権付社債券（株） B － G 

対象有価証券カバードワラント C   H 

株券預託証券       

株券関連預託証券 D   I 

対象有価証券償還社債 E   J 

合計（株） K 29,537,767 L M 

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 
N 

保有株券等の数（総数） 
O 29,537,767 

（K+L+M-N） 

保有潜在株式の数 
P 

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 

        

②【株券等保有割合】      

発行済株式総数（株） 
Q 593,796,875 

(平成18年9月27日現在) 

上記提出者の 

 4.97  株券等保有割合（％） 

（O/(P+Q)×100） 

直前の報告書に記載された 
 5.96  

株券等保有割合（％） 



  

   (4)【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 取得または処分の別 単価 

平成18年7月31日  普通株 303,222 処分  貸借等 

平成18年8月1日  普通株 1,188,277 処分  貸借等 

平成18年8月2日  普通株 114,544 処分  貸借等 

平成18年8月3日  普通株 6,888 取得  貸借等 

平成18年8月4日  普通株 214,960 取得  貸借等 

平成18年8月7日  普通株 1,276,132 取得  貸借等 

平成18年8月8日  普通株 287,830 取得  貸借等 

平成18年8月9日  普通株 8,098 処分  貸借等 

平成18年8月10日  普通株 107,396 取得  貸借等 

平成18年8月11日  普通株 124,707 取得  貸借等 

平成18年8月11日  新株予約権付社債券 235,714 処分  貸借 

平成18年8月14日  普通株 145,976 取得  貸借等 

平成18年8月15日  普通株 522,040 処分  貸借等 

平成18年8月16日  普通株 133,981 取得  貸借等 

平成18年8月17日  普通株 120,704 取得  貸借等 

平成18年8月18日  普通株 338,885 取得  貸借等 

平成18年8月21日  普通株 1,554,333 取得  貸借等 

平成18年8月22日  普通株 2,731,867 処分  貸借等 

平成18年8月23日  普通株 423,442 取得  貸借等 

平成18年8月24日  普通株 55,278 取得  貸借等 

平成18年8月24日  新株予約権付社債券 214,290 処分   

平成18年8月25日  普通株 691,949 取得  貸借等 

平成18年8月28日  普通株 497,980 取得  貸借等 

平成18年8月28日  新株予約権付社債券 214,286 取得  貸借 

平成18年8月29日  普通株 13,518 処分  貸借等 

平成18年8月30日  普通株 108,251 処分  貸借等 

平成18年8月31日  普通株 70,024 処分  貸借等 

平成18年8月31日  新株予約権付社債券 257,148 取得   

平成18年9月1日  普通株 373,549 取得  貸借等 

平成18年9月4日  普通株 5,569,388 取得  貸借等 

平成18年9月4日  新株予約権付社債券 257,144 処分  貸借 

平成18年9月5日  普通株 6,195,634 処分  貸借等 

平成18年9月7日  普通株 37,768 処分  貸借等 

平成18年9月8日  普通株 7,788 処分  貸借等 

平成18年9月11日  普通株 209,981 処分  貸借等 

平成18年9月12日  普通株 266,223 処分  貸借等 

平成18年9月12日  新株予約権付社債券 7,143 取得   



  

 

平成18年9月13日  普通株 759,507 処分  貸借等 

平成18年9月14日  普通株 394,369 取得  貸借等 

平成18年9月14日  新株予約権付社債券 7,143 処分  貸借 

平成18年9月15日  普通株 666,895 取得  貸借等 

平成18年9月19日  普通株 1,424,051 処分  貸借等 

平成18年9月20日  普通株 208,071 取得  貸借等 

平成18年9月21日  普通株 6,415,737 取得  貸借等 

平成18年9月22日  普通株 496,490 処分  貸借等 

平成18年9月25日  普通株 2,335,307 処分  貸借等 

平成18年9月26日  普通株 1,608,193 処分  貸借等 

平成18年9月27日  普通株 5,828,367 処分  貸借等 



  

  

  

  

   (5)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

  該当なし 

    

   (6)【保有株券等の取得資金】 

①【取得資金の内訳】 

自己資金額（R）（千円） 418,024 

借入金額計（S）（千円）   

その他金額計（T）（千円）   

上記（T）の内訳   

取得資金合計（千円）（R+S+T） 418,024 

        

  

②【借入金の内訳】 

番号 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円） 

1 該当なし           

2             

  

       ③【借入先の名称等】 

番号 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  法人（株式会社） 

氏名又は名称 

 エムエスディーダブリュ・エクイティー・ファイナンス・サービセ

ズ I （ケイマン）・リミテッド (MSDW Equity Finance Services I 

(Cayman) Ltd.) 

住所又は本店所在地 
c/o  M&C  Corporate  Services  Limited  P.O.  Box  309GT  Ugland

House, South Church Street George Town, Grand Cayman 

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10年10月5日 

代表者氏名 ジョン・エイ・ロバーツ 

代表者役職 取締役 

事業内容 有価証券及び金銭の貸付業 

        

④【事務上の連絡先】      

事務上の連絡先及び担当者名 

 〒150-6008  

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー 

モルガン・スタンレー証券株式会社 

経理部  守谷 智明 

電話番号  03-5424-4771 (直) 

        

(2)【保有目的】       

証券貸借業務 



  

  

 

(3)【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（株）  175,600      

新株予約権証券（株） A － F 

新株予約権付社債券（株） B － G 

対象有価証券カバードワラント C   H 

株券預託証券       

株券関連預託証券 D   I 

対象有価証券償還社債 E   J 

合計（株） K 175,600 L M 

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 
N 

保有株券等の数（総数） 
O 175,600 

（K+L+M-N） 

保有潜在株式の数 
P 

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 

        

②【株券等保有割合】      

発行済株式総数（株） 
Q 593,796,875 

(平成18年9月27日現在) 

上記提出者の 

 0.03  株券等保有割合（％） 

（O/(P+Q)×100） 

直前の報告書に記載された 
 0.03  

株券等保有割合（％） 



  

  

  

  

  

   (4)【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 取得または処分の別 単価 

   (5)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

  該当なし 

    

   (6)【保有株券等の取得資金】 

①【取得資金の内訳】 

自己資金額（R）（千円） - 

借入金額計（S）（千円）   

その他金額計（T）（千円）   

上記（T）の内訳   

取得資金合計（千円）（R+S+T） - 

        

  

②【借入金の内訳】 

番号 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円） 

1 該当なし           

2             

  

       ③【借入先の名称等】 

番号 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 
 モルガン・スタンレー・キャピタル（ルクセンブルグ）エス・エー

(Morgan Stanley Capital (Luxembourg)SA) 

住所又は本店所在地 8-10 rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg 

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5年11月29日 

代表者氏名 スコット・クーパー 

代表者役職 取締役 

事業内容 株式連動債に関連する投資等 

        

④【事務上の連絡先】      

事務上の連絡先及び担当者名 

 〒150-6008  

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー 

モルガン・スタンレー証券株式会社 

経理部  守谷 智明 

電話番号  03-5424-4771 (直) 

        

(2)【保有目的】       

純投資 



  

  

 

(3)【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（株）  655,872      

新株予約権証券（株） A － F 

新株予約権付社債券（株） B － G 

対象有価証券カバードワラント C   H 

株券預託証券       

株券関連預託証券 D   I 

対象有価証券償還社債 E   J 

合計（株） K 655,872 L M 

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 
N 

保有株券等の数（総数） 
O 655,872 

（K+L+M-N） 

保有潜在株式の数 
P 

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 

        

②【株券等保有割合】      

発行済株式総数（株） 
Q 593,796,875 

(平成18年9月27日現在) 

上記提出者の 

 0.11  株券等保有割合（％） 

（O/(P+Q)×100） 

直前の報告書に記載された 
 0.11  

株券等保有割合（％） 



  

  

  

   (4)【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 取得または処分の別 単価 

平成18年8月1日  普通株 4,000 処分   

平成18年8月2日  普通株 564 取得   

平成18年8月3日  普通株 188 取得   

平成18年8月4日  普通株 64,000 取得   

平成18年8月7日  普通株 1,000 取得   

平成18年8月8日  普通株 1,000 取得   

平成18年8月10日  普通株 48,000 取得   

平成18年8月11日  普通株 15,000 取得   

平成18年8月18日  普通株 54,560 処分   

平成18年8月21日  普通株 13,822 取得   

平成18年8月22日  普通株 26,738 取得   

平成18年8月23日  普通株 20,000 取得   

平成18年8月24日  普通株 57,110 処分   

平成18年8月25日  普通株 65,110 取得   

平成18年9月4日  普通株 39,372 処分   

平成18年9月5日  普通株 628 処分   

平成18年9月7日  普通株 109,110 処分   

平成18年9月11日  普通株 48,872 取得   

   (5)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

  該当なし 

    

   (6)【保有株券等の取得資金】 

①【取得資金の内訳】 

自己資金額（R）（千円） 410,111 

借入金額計（S）（千円）   

その他金額計（T）（千円）   

上記（T）の内訳   

取得資金合計（千円）（R+S+T） 410,111 

        

  

②【借入金の内訳】 

番号 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円） 

1 該当なし           

2             



  

  

  

       ③【借入先の名称等】 

番号 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  法人（株式会社） 

氏名又は名称 

 エムエスディーダブリュ・エクイティー・ファイナンシング・サー

ビ セ ズ（ル ク ス）エ ス・ア ー・エ ー ル・エ ル  (MSDW  Equity 

Financing Services (Luxembourg)S.a.r.l) 

住所又は本店所在地 8-10 rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg 

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13年3月13日 

代表者氏名 マーティン・ザピコ 

代表者役職 取締役 

事業内容 有価証券及び金銭の貸付業 

        

④【事務上の連絡先】      

事務上の連絡先及び担当者名 

 〒150-6008  

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー 

モルガン・スタンレー証券株式会社 

経理部  守谷 智明 

電話番号  03-5424-4771 (直) 

        

(2)【保有目的】       

証券貸借業務 



  

  

 

(3)【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（株）  1,283,600      

新株予約権証券（株） A － F 

新株予約権付社債券（株） B － G 

対象有価証券カバードワラント C   H 

株券預託証券       

株券関連預託証券 D   I 

対象有価証券償還社債 E   J 

合計（株） K 1,283,600 L M 

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 
N 

保有株券等の数（総数） 
O 1,283,600 

（K+L+M-N） 

保有潜在株式の数 
P 

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 

        

②【株券等保有割合】      

発行済株式総数（株） 
Q 593,796,875 

(平成18年9月27日現在) 

上記提出者の 

 0.22  株券等保有割合（％） 

（O/(P+Q)×100） 

直前の報告書に記載された 
 2.25  

株券等保有割合（％） 



  

  

   (4)【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 取得または処分の別 単価 

平成18年8月7日  普通株 18,000 処分  貸借 

平成18年8月8日  普通株 375,000 取得  貸借 

平成18年8月9日  普通株 1,000 取得  貸借 

平成18年8月14日  普通株 50,000 処分  貸借 

平成18年8月15日  普通株 1,148,000 取得  貸借 

平成18年8月16日  普通株 1,114,000 取得  貸借 

平成18年8月17日  普通株 231,000 取得  貸借 

平成18年8月18日  普通株 3,000 取得  貸借 

平成18年8月22日  普通株 3,053,000 処分  貸借 

平成18年8月28日  普通株 173,000 取得  貸借 

平成18年8月29日  普通株 105,000 取得  貸借 

平成18年8月30日  普通株 272,000 取得  貸借 

平成18年9月4日  普通株 1,269,000 取得  貸借 

平成18年9月5日  普通株 2,831,000 取得  貸借 

平成18年9月7日  普通株 1,976,000 取得  貸借 

平成18年9月8日  普通株 746,500 取得  貸借 

平成18年9月11日  普通株 36,000 取得  貸借 

平成18年9月14日  普通株 650,000 処分  貸借 

平成18年9月19日  普通株 200,000 取得  貸借 

平成18年9月20日  普通株 515,000 処分  貸借 

平成18年9月21日  普通株 6,505,000 取得  貸借 

平成18年9月22日  普通株 30,000 取得  貸借 

平成18年9月25日  普通株 30,000 処分  貸借 

平成18年9月26日  普通株 58,000 取得  貸借 

平成18年9月27日  普通株 12,100,000 処分  貸借 

   (5)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

  該当なし 

    

   (6)【保有株券等の取得資金】 

①【取得資金の内訳】 

自己資金額（R）（千円）  - 

借入金額計（S）（千円）   

その他金額計（T）（千円）   

上記（T）の内訳   

取得資金合計（千円）（R+S+T）  - 



  

  

  

        

  

②【借入金の内訳】 

番号 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円） 

1 該当なし           

2             

  

  

  

  

       ③【借入先の名称等】 

番号 名称（支店名） 代表者氏名 所在地 

  該当なし     



  

 

        

７【提出者（大量保有者）／７】     

(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 
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク

(Morgan Stanley Investment Management Inc.) 

住所又は本店所在地 1221 Avenue of the Americas, New York, NY 10020, USA 

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55年9月19日 

代表者氏名 オーウェン・ディー・トーマス 

代表者役職 取締役社長 

事業内容 投資顧問業 

        

④【事務上の連絡先】      

事務上の連絡先及び担当者名 

 〒150-6008  

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー 

モルガン・スタンレー証券株式会社 

経理部  守谷 智明 

電話番号  03-5424-4771 (直) 

        

(2)【保有目的】       

運用を目的とした証券投資信託による保有及び投資一任契約に基づく運用を目的とした保有 



  

  

 

(3)【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（株）      42,000  

新株予約権証券（株） A － F 

新株予約権付社債券（株） B － G 

対象有価証券カバードワラント C   H 

株券預託証券       

株券関連預託証券 D   I 

対象有価証券償還社債 E   J 

合計（株） K L M 42,000 

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 
N 

保有株券等の数（総数） 
O 42,000 

（K+L+M-N） 

保有潜在株式の数 
P 

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 

        

②【株券等保有割合】      

発行済株式総数（株） 
Q 593,796,875 

(平成18年9月27日現在) 

上記提出者の 

 0.01  株券等保有割合（％） 

（O/(P+Q)×100） 

直前の報告書に記載された 
 0.01  

株券等保有割合（％） 



  

  

  

  

  

   (4)【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 取得または処分の別 単価 

平成18年8月28日  普通株 2,000 処分   

   (5)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

  該当なし 

    

   (6)【保有株券等の取得資金】 

①【取得資金の内訳】 

自己資金額（R）（千円）   

借入金額計（S）（千円）   

その他金額計（T）（千円） 13,650 

上記（T）の内訳 顧客資金 

取得資金合計（千円）（R+S+T） 13,650 

    .   

  

②【借入金の内訳】 

番号 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円） 

1 該当なし           

2             

  

       ③【借入先の名称等】 

番号 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】 
１【共同保有者／１】 

該当なし 

  

(1）【共同保有者の概要】 

該当なし 

  

(2）【上記共同保有者の保有株券等の内訳】 

該当なし 

  

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.モルガン・スタンレー証券株式会社(Morgan Stanley Japan Securities Co., LTD.) 

2.モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド (Morgan Stanley ＆ Co. 

Incorporated) 

3.モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・リミテッド (Morgan 

Stanley ＆ Co. International Limited) 

4.エムエスディーダブリュ・エクイティー・ファイナンス・サービセズ I （ケイマン）・リミテ

ッド (MSDW Equity Finance Services I (Cayman) Ltd.) 

5.モルガン・スタンレー・キャピタル（ルクセンブルグ）エス・エー (Morgan Stanley Capital 

(Luxembourg)SA) 

6.エムエスディーダブリュ・エクイティー・ファイナンシング・サービセズ（ルクス）エス・ア

ー・エール・エル(MSDW Equity Financing Services (Luxembourg)S.a.r.l) 

7.モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク (Morgan Stanley 

Investment Management 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（株）  71,045,280     42,000  

新株予約権証券（株） A － F 

新株予約権付社債券（株） B － G 

対象有価証券カバードワラント C   H 

株券預託証券       

株券関連預託証券 D   I 

対象有価証券償還社債 E   J 

合計（株） K 71,045,280 L M 42,000 

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 
N 

保有株券等の数（総数） 
O 71,087,280 

（K+L+M-N） 

保有潜在株式の数 
P 

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 

        

(2)【株券等保有割合】      

発行済株式総数（株） 
Q 593,796,875 

(平成18年9月27日現在) 

上記提出者の 

 11.97  株券等保有割合（％） 

（O/(P+Q)×100） 

直前の報告書に記載された 
 15.72  

株券等保有割合（％） 
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