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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 ＮＥＣトーキン株式会社

証券コード ６７５９

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 日本電気株式会社

住所又は本店所在地 東京都港区芝五丁目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 明治３２年７月１７日

代表者氏名 矢野　薫

代表者役職 代表取締役執行役員社長

事業内容
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、通信機器、電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ、ｿﾌﾄｳｪｱなどの製造および販売ならびに関連ｻｰ
ﾋﾞｽの提供を含むｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 関連企業部マネージャー　佐藤　裕

電話番号 03-3798-6590

（２）【保有目的】

同社の前身である日本特殊金属株式会社は、当社他３社の共同出資により設立されたものであるが、同社を当社の関係会社とし
て維持する観点から、現在も同社株式等を保有している。

（３）【重要提案行為等】

該当なし

（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） 45,301,700 12,700,000

新株予約権証券（株） A - H

新株予約権付社債券（株） B 628,445 - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券
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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 45,930,145P Q 12,700,000

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

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

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 58,630,145

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

U 628,445

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成20年12月26日現在）

V 113,516,066

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

51.36

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

54.42

（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20年
12月19日

社債券(2010年満期ﾕｰﾛ円建転換社
債型新株予約権付社債)

7,640,5736.69市場外 処分 消却

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

ＮＥＣ企業年金基金が定める企業年金規約にもとづく給付およびＮＥＣ企業年金基金への掛金にあてるための、信託財産の管
理、運用および処分を目的として、住友信託銀行株式会社にＮＥＣト－キン株式会社株式12,700,000株を信託する退職給付信託
契約を締結しました。当該信託契約上、当社は住友信託銀行株式会社に対し、当該株式に属する議決権の行使に関する指図権を
有します。

（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） 9,840,000

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳 会社分割による新株割当交付  32,082,386株

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 9,840,000

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）

該当なし

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当なし
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第３【共同保有者に関する事項】
１【共同保有者／１】

（１）【共同保有者の概要】

①【共同保有者】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 ＮＥＣロジスティクス株式会社

住所又は本店所在地 川崎市中原区小杉町一丁目403番地

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47年02月28日

代表者氏名 友田　宏明

代表者役職 代表取締役執行役員社長

事業内容 物品の保管および運搬に関する業務、通関業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 経営企画本部長　渡辺　洋

電話番号 044-733-0309

（２）【上記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） 36,300

新株予約権証券（株） 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 36,300P 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

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 36,300
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保有潜在株式の数
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）

U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成20年12月26日現在）

V 113,516,066

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

0.03

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

0.03

２【共同保有者／２】

（１）【共同保有者の概要】

①【共同保有者】

個人・法人の別 法人(株式会社）

氏名又は名称 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社

住所又は本店所在地 東京都品川区東品川一丁目39番9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28年11月26日

代表者氏名 山本　正彦

代表者役職 代表取締役執行役員社長

事業内容 電気通信工事の設計、施工、保守および通信機器、情報処理機器等の販売

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 経理部長　岩崎　尚輝

電話番号 03-5463-7708

（２）【上記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） 30,000

新株予約権証券（株） 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
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他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 30,000P 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

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 30,000

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

U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成20年12月26日現在）

V 113,516,066

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

0.03

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

0.03

３【共同保有者／３】

（１）【共同保有者の概要】

①【共同保有者】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

住所又は本店所在地 東京都港区芝五丁目２９番１１号

旧氏名又は名称 ＮＥＣリース株式会社

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45年09月07日

代表者氏名 加藤　奉之

代表者役職 代表取締役社長

事業内容 各種機械器具、設備、製品等のリース等

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 経理部主任　木村武久

電話番号 03-5476-5636

（２）【上記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） 120,300

新株予約権証券（株） A - H

新株予約権付社債券（株） B - I
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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 120,300P 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

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 120,300

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

U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成20年12月26日現在）

V 113,516,066

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

0.11

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

0.11

４【共同保有者／４】

（１）【共同保有者の概要】

①【共同保有者】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 ＮＥＣファシリティーズ株式会社

住所又は本店所在地 東京都港区芝二丁目２２番１２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51年06月10日

代表者氏名 木戸　喜則

代表者役職 代表取締役執行役員社長

事業内容
建物・環境システムの設計および工事管理、ビルおよび工場施設・環境設備等
の運転管理・保守・警備ならびに不動産業、保険代理業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 執行役員兼経営管理部長　新井　達也

電話番号 03-3455-1111
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（２）【上記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） 348,400

新株予約権証券（株） 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 348,400P 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

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 348,400

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

U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成20年12月26日現在）

V 113,516,066

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

0.31

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

0.31

５【共同保有者／５】

（１）【共同保有者の概要】

①【共同保有者】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 ＮＥＣインフロンティア株式会社

住所又は本店所在地 川崎市高津区北見方二丁目6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07年11月17日
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代表者氏名 谷岸　一善

代表者役職 代表取締役　社長

事業内容
電話機等通信機器、ＰＯＳ等電子機器および各種コンデンサ等電子部品の製造
販売

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 経理部長　松岡　弘興

電話番号 03-5282-5804

（２）【上記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） 772,000

新株予約権証券（株） 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 P Q 772,000

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

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

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 772,000

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

U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成20年12月26日現在）

V 113,516,066

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

0.68

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

0.68

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）日本電気株式会社

（２）ＮＥＣロジスティクス株式会社

（３）ＮＥＣネッツエスアイ株式会社

（４）ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

（５）ＮＥＣファシリティーズ株式会社

（６）ＮＥＣインフロンティア株式会社
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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） 45,836,700 13,472,000

新株予約権証券（株） A - H

新株予約権付社債券（株） B 628,445 - 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 46,465,145P Q 13,472,000

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

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

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 59,937,145

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

U 628,445

（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成20年12月26日現在）

V 113,516,066

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

52.51

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

55.49

（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（％）

日本電気株式会社 58,630,145 51.36

ＮＥＣロジスティクス株式会社 36,300 0.03

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 30,000 0.03

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 120,300 0.11

ＮＥＣファシリティーズ株式会社 348,400 0.31

ＮＥＣインフロンティア株式会社 772,000 0.68

合計 59,937,145 52.51
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