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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 野村ホールディングス　株式会社

証券コード 8604

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京 大阪　名古屋

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

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08年05月01日

代表者氏名 ジョナサン・キンドレッド

代表者役職 代表取締役

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

〒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　
法務・コンプライアンス本部 伊勢本　浩之

電話番号 03-5424-5762 (直)

（２）【保有目的】

証券業務等にかかる保有

（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） 20,344,779

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
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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 20,344,779P 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 20,344,779

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 0

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21年03月11日現在）

V 2,627,492,760

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

0.00

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

0.00

（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21年01月13日 普通株 105,5080.00市場外 取得 貸借

平成21年01月13日 普通株 2,2160.00市場外 処分 貸借

平成21年01月13日 普通株 657,1000.03市場内 取得

平成21年01月13日 普通株 766,1000.03市場内 処分

平成21年01月13日 普通株 57,9000.00市場外 取得 674

平成21年01月13日 普通株 52,6000.00市場外 処分 674

平成21年01月14日 普通株 279,2840.01市場外 処分 貸借

平成21年01月14日 普通株 456,5000.02市場内 取得

平成21年01月14日 普通株 390,4000.01市場内 処分

平成21年01月14日 普通株 600 0.00市場外 取得 680

平成21年01月14日 普通株 300 0.00市場外 処分 680

平成21年01月15日 普通株 37,5000.00市場外 処分 貸借

平成21年01月15日 普通株 308,7000.01市場内 取得

平成21年01月15日 普通株 780,0000.03市場内 処分

平成21年01月16日 普通株 59,6240.00市場外 取得 貸借

平成21年01月16日 普通株 65,7240.00市場外 処分 貸借

平成21年01月16日 普通株 237,7000.01市場内 取得

平成21年01月16日 普通株 361,8000.01市場内 処分

平成21年01月19日 普通株 2,000,0000.08市場外 取得 貸借

平成21年01月19日 普通株 212,4000.01市場内 取得

平成21年01月19日 普通株 252,2000.01市場内 処分
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平成21年01月20日 普通株 169,8760.01市場外 取得 貸借

平成21年01月20日 普通株 70,5000.00市場外 処分 貸借

平成21年01月20日 普通株 383,7000.01市場内 取得

平成21年01月20日 普通株 474,7000.02市場内 処分

平成21年01月20日 普通株 2,3000.00市場外 取得 625

平成21年01月21日 普通株 97,9000.00市場外 取得 貸借

平成21年01月21日 普通株 97,3000.00市場外 処分 貸借

平成21年01月21日 普通株 464,0000.02市場内 取得

平成21年01月21日 普通株 482,1000.02市場内 処分

平成21年01月21日 普通株 207,2000.01市場外 取得 611

平成21年01月21日 普通株 160,0000.01市場外 処分 611

平成21年01月22日 普通株 51,8000.00市場外 取得 貸借

平成21年01月22日 普通株 51,8000.00市場外 処分 貸借

平成21年01月22日 普通株 822,9000.03市場内 取得

平成21年01月22日 普通株 832,4000.03市場内 処分

平成21年01月22日 普通株 2,2000.00市場外 取得 642

平成21年01月22日 普通株 700 0.00市場外 処分 643

平成21年01月23日 普通株 25,6000.00市場外 取得 貸借

平成21年01月23日 普通株 26,9000.00市場外 処分 貸借

平成21年01月23日 普通株 422,8000.02市場内 取得

平成21年01月23日 普通株 437,7000.02市場内 処分

平成21年01月23日 普通株 4,5000.00市場外 取得 608

平成21年01月26日 普通株 419,0000.02市場外 取得 貸借

平成21年01月26日 普通株 320,6000.01市場内 取得

平成21年01月26日 普通株 288,4000.01市場内 処分

平成21年01月26日 普通株 140,0000.01市場外 取得 623

平成21年01月26日 普通株 140,0000.01市場外 処分 623

平成21年01月27日 普通株 854,7000.03市場外 取得 貸借

平成21年01月27日 普通株 992,1000.04市場内 取得

平成21年01月27日 普通株 988,4000.04市場内 処分

平成21年01月28日 普通株 1,498,7000.06市場外 取得 貸借

平成21年01月28日 普通株 29,6000.00市場外 処分 貸借

平成21年01月28日 普通株 877,5000.03市場内 取得

平成21年01月28日 普通株 906,1000.03市場内 処分

平成21年01月28日 普通株 53,0000.00市場外 取得 618

平成21年01月29日 普通株 15,2000.00市場外 取得 貸借

平成21年01月29日 普通株 307,7000.01市場外 処分 貸借

平成21年01月29日 普通株 709,8000.03市場内 取得

平成21年01月29日 普通株 903,1000.03市場内 処分

平成21年01月29日 普通株 600,0000.02市場外 取得 633

平成21年01月29日 普通株 600,0000.02市場外 処分 633

平成21年01月30日 普通株 339,3000.01市場外 処分 貸借
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平成21年01月30日 普通株 850,3000.03市場内 取得

平成21年01月30日 普通株 791,4000.03市場内 処分

平成21年01月30日 普通株 1,2000.00市場外 取得 593

平成21年01月30日 普通株 1,2000.00市場外 処分 593

平成21年02月02日 普通株 24,4000.00市場外 取得 貸借

平成21年02月02日 普通株 24,4000.00市場外 処分 貸借

平成21年02月02日 普通株 574,4000.02市場内 取得

平成21年02月02日 普通株 623,0000.02市場内 処分

平成21年02月03日 普通株 203,1000.01市場外 取得 貸借

平成21年02月03日 普通株 4,9000.00市場外 処分 貸借

平成21年02月03日 普通株 1,639,6000.06市場内 取得

平成21年02月03日 普通株 1,475,9000.06市場内 処分

平成21年02月04日 普通株 78,7000.00市場外 取得 貸借

平成21年02月04日 普通株 58,9000.00市場外 処分 貸借

平成21年02月04日 普通株 883,7000.03市場内 取得

平成21年02月04日 普通株 729,4000.03市場内 処分

平成21年02月04日 普通株 5,3000.00市場外 処分 568

平成21年02月05日 普通株 1,871,8000.07市場外 取得 貸借

平成21年02月05日 普通株 839,8000.03市場内 取得

平成21年02月05日 普通株 863,1000.03市場内 処分

平成21年02月05日 普通株 11,2000.00市場外 取得 574

平成21年02月05日 普通株 11,2000.00市場外 処分 574

平成21年02月06日 普通株 922,7000.04市場外 処分 貸借

平成21年02月06日 普通株 466,7000.02市場内 取得

平成21年02月06日 普通株 549,9000.02市場内 処分

平成21年02月09日 普通株 176,2000.01市場外 処分 貸借

平成21年02月09日 普通株 1,182,2000.04市場内 取得

平成21年02月09日 普通株 1,087,4000.04市場内 処分

平成21年02月09日 普通株 30,0000.00市場外 取得 515

平成21年02月10日 普通株 115,1000.00市場外 取得 貸借

平成21年02月10日 普通株 78,9000.00市場外 処分 貸借

平成21年02月10日 普通株 996,1000.04市場内 取得

平成21年02月10日 普通株 1,651,8000.06市場内 処分

平成21年02月10日 普通株 502,8000.02市場外 取得 501

平成21年02月10日 普通株 2,8000.00市場外 処分 505

平成21年02月12日 普通株 706,3750.03市場外 取得 貸借

平成21年02月12日 普通株 157,9300.01市場外 処分 貸借

平成21年02月12日 普通株 2,411,2000.09市場内 取得

平成21年02月12日 普通株 2,719,5000.10市場内 処分

平成21年02月12日 普通株 363,6000.01市場外 取得 490

平成21年02月12日 普通株 13,6000.00市場外 処分 478

平成21年02月13日 普通株 2,416,3860.09市場外 処分 貸借
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平成21年02月13日 普通株 1,122,8000.04市場内 取得

平成21年02月13日 普通株 1,159,4000.04市場内 処分

平成21年02月13日 普通株 14,8000.00市場外 取得 472

平成21年02月13日 普通株 14,8000.00市場外 処分 472

平成21年02月16日 普通株 2,401,9440.09市場外 取得 貸借

平成21年02月16日 普通株 775,9000.03市場内 取得

平成21年02月16日 普通株 980,6000.04市場内 処分

平成21年02月16日 普通株 299,8000.01市場外 取得 473

平成21年02月16日 普通株 23,2000.00市場外 処分 469

平成21年02月17日 普通株 130,5550.00市場外 取得 貸借

平成21年02月17日 普通株 18,7530.00市場外 処分 貸借

平成21年02月17日 普通株 2,582,4000.10市場内 取得

平成21年02月17日 普通株 2,920,2000.11市場内 処分

平成21年02月17日 普通株 2,140,0000.08市場外 取得 456

平成21年02月17日 普通株 2,659,4000.10市場外 処分 457

平成21年02月18日 普通株 704,0560.03市場外 取得 貸借

平成21年02月18日 普通株 1,297,1000.05市場内 取得

平成21年02月18日 普通株 1,056,1000.04市場内 処分

平成21年02月18日 普通株 3,4000.00市場外 取得 427

平成21年02月18日 普通株 3,4000.00市場外 処分 427

平成21年02月19日 普通株 24,4660.00市場外 取得 貸借

平成21年02月19日 普通株 8,7660.00市場外 処分 貸借

平成21年02月19日 普通株 1,851,8000.07市場内 取得

平成21年02月19日 普通株 1,690,9000.06市場内 処分

平成21年02月19日 普通株 5,0000.00市場外 取得 435

平成21年02月19日 普通株 5,0000.00市場外 処分 435

平成21年02月20日 普通株 2,215,3430.08市場外 取得 貸借

平成21年02月20日 普通株 1,084,6000.04市場内 取得

平成21年02月20日 普通株 477,1000.02市場内 処分

平成21年02月20日 普通株 500,0000.02市場外 処分 446

平成21年02月23日 普通株 1,581,3590.06市場外 処分 貸借

平成21年02月23日 普通株 988,2000.04市場内 取得

平成21年02月23日 普通株 1,412,7000.05市場内 処分

平成21年02月23日 普通株 17,3000.00市場外 取得 465

平成21年02月23日 普通株 4,0000.00市場外 処分 464

平成21年02月24日 普通株 151,0890.01市場外 取得 貸借

平成21年02月24日 普通株 2,970,9300.11市場外 処分 貸借

平成21年02月24日 普通株 6,949,9000.26市場内 取得

平成21年02月24日 普通株 9,903,3000.38市場内 処分

平成21年02月24日 普通株 3,575,7000.14市場外 取得 427

平成21年02月24日 普通株 663,4000.03市場外 処分 422

平成21年02月25日 普通株 1,553,2270.06市場外 処分 貸借
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平成21年02月25日 普通株 3,874,1000.15市場内 取得

平成21年02月25日 普通株 4,122,3000.16市場内 処分

平成21年02月25日 普通株 4,808,4000.18市場外 取得 417

平成21年02月25日 普通株 4,409,1000.17市場外 処分 415

平成21年02月26日 普通株 826,8780.03市場外 取得 貸借

平成21年02月26日 普通株 116,4000.00市場外 処分 貸借

平成21年02月26日 普通株 1,455,6000.06市場内 取得

平成21年02月26日 普通株 2,764,0000.11市場内 処分

平成21年02月26日 普通株 2,983,2000.11市場外 取得 421

平成21年02月26日 普通株 1,924,2000.07市場外 処分 422

平成21年02月27日 普通株 6,427,6750.24市場外 取得 貸借

平成21年02月27日 普通株 2,250,0890.09市場外 処分 貸借

平成21年02月27日 普通株 1,137,0000.04市場内 取得

平成21年02月27日 普通株 2,414,5000.09市場内 処分

平成21年02月27日 普通株 2,048,6000.08市場外 取得 413

平成21年02月27日 普通株 619,3000.02市場外 処分 413

平成21年03月02日 普通株 2,804,7100.11市場外 取得 貸借

平成21年03月02日 普通株 1,862,9850.07市場外 処分 貸借

平成21年03月02日 普通株 3,015,3000.11市場内 取得

平成21年03月02日 普通株 3,201,4000.12市場内 処分

平成21年03月02日 普通株 1,030,6000.04市場外 取得 423

平成21年03月02日 普通株 125,0000.00市場外 処分 424

平成21年03月03日 普通株 322,7000.01市場外 取得 貸借

平成21年03月03日 普通株 24,1000.00市場外 処分 貸借

平成21年03月03日 普通株 4,562,1000.17市場内 取得

平成21年03月03日 普通株 5,170,9000.20市場内 処分

平成21年03月03日 普通株 4,790,4000.18市場外 取得 449

平成21年03月03日 普通株 4,190,4000.16市場外 処分 450

平成21年03月04日 普通株 233,6030.01市場外 取得 貸借

平成21年03月04日 普通株 73,9180.00市場外 処分 貸借

平成21年03月04日 普通株 2,188,1000.08市場内 取得

平成21年03月04日 普通株 5,271,8000.20市場内 処分

平成21年03月04日 普通株 5,422,0000.21市場外 取得 434

平成21年03月04日 普通株 2,402,5000.09市場外 処分 437

平成21年03月05日 普通株 165,5330.01市場外 取得 貸借

平成21年03月05日 普通株 229,2430.01市場外 処分 貸借

平成21年03月05日 普通株 7,746,6000.29市場内 取得

平成21年03月05日 普通株 7,736,0000.29市場内 処分

平成21年03月05日 普通株 7,659,6000.29市場外 取得 439

平成21年03月05日 普通株 7,778,0000.30市場外 処分 441

平成21年03月06日 普通株 3,459,0710.13市場外 取得 貸借

平成21年03月06日 普通株 4,901,7510.19市場外 処分 貸借
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平成21年03月06日 普通株 16,066,7000.61市場内 取得

平成21年03月06日 普通株 25,556,9000.97市場内 処分

平成21年03月06日 普通株 10,168,1000.39市場外 取得 417

平成21年03月06日 普通株 770,0000.03市場外 処分 417

平成21年03月09日 普通株 7,618,6320.29市場外 取得 貸借

平成21年03月09日 普通株 11,595,6000.44市場内 取得

平成21年03月09日 普通株 8,699,0000.33市場内 処分

平成21年03月09日 普通株 142,3000.01市場外 取得 410

平成21年03月09日 普通株 17,4000.00市場外 処分 415

平成21年03月10日 普通株 77,0190.00市場外 取得 貸借

平成21年03月10日 普通株 3,674,1100.14市場外 処分 貸借

平成21年03月10日 普通株 6,119,9000.23市場内 取得

平成21年03月10日 普通株 10,434,0000.40市場内 処分

平成21年03月10日 普通株 901,0000.03市場外 取得 408

平成21年03月11日 普通株 608,9320.02市場外 取得 貸借

平成21年03月11日 普通株 8,204,9570.31市場外 処分 貸借

平成21年03月11日 普通株 15,747,9000.60市場内 取得

平成21年03月11日 普通株 15,869,3000.60市場内 処分

平成21年03月11日 普通株 4,697,2000.18市場外 取得 455

平成21年03月11日 普通株 100 0.00市場外 処分 430

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約により関連会社(Morgan Stanley ＆ Co. International PLC)に19,433,479株貸付、894,600株担保差入
関連会社(MS Equity Financing Services (Luxembourg)S.a.r.l)より4,609,462株借入
関連会社(Morgan Stanley ＆ Co. Incorporated)より10,112,631株借入、16,700株貸付、289,500株担保受入

（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

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）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

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

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
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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03日

代表者氏名 ジェームス・ゴーマン

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　
法務・コンプライアンス本部 伊勢本　浩之

電話番号 03-5424-5762 (直)

（２）【保有目的】

証券業務等にかかる保有

（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） 83,817,479

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 3,996

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 83,821,475P 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 67,790,271

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 16,031,204
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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21年03月11日現在）

V 2,627,492,760

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

0.61

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

0.68

（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21年01月13日 普通株 5,6000.00市場外 処分 貸借

平成21年01月13日 普通株 9,0860.00市場内 取得

平成21年01月13日 株券預託証券 89,8020.00市場外 取得 貸借

平成21年01月13日 株券預託証券 89,8020.00市場外 処分 貸借

平成21年01月14日 普通株 107,2920.00市場外 処分 貸借

平成21年01月14日 普通株 2,0910.00市場内 処分

平成21年01月14日 株券預託証券 89,8020.00市場外 取得 貸借

平成21年01月14日 株券預託証券 89,8020.00市場外 処分 貸借

平成21年01月15日 普通株 688 0.00市場内 処分

平成21年01月15日 株券預託証券 65,0150.00市場外 取得 貸借

平成21年01月15日 株券預託証券 65,0150.00市場外 処分 貸借

平成21年01月16日 普通株 4,0000.00市場外 取得 貸借

平成21年01月16日 普通株 574 0.00市場内 取得

平成21年01月16日 普通株 579 0.00市場内 処分

平成21年01月16日 株券預託証券 65,0150.00市場外 取得 貸借

平成21年01月16日 株券預託証券 65,0150.00市場外 処分 貸借

平成21年01月19日 普通株 200 0.00市場外 取得 貸借

平成21年01月19日 普通株 3,3000.00市場外 処分 貸借

平成21年01月20日 普通株 13,8760.00市場外 取得 貸借

平成21年01月20日 普通株 200 0.00市場外 処分 貸借

平成21年01月20日 普通株 65 0.00市場内 取得

平成21年01月20日 普通株 574 0.00市場内 処分

平成21年01月20日 株券預託証券 42,9150.00市場外 取得 貸借

平成21年01月20日 株券預託証券 42,9150.00市場外 処分 貸借

平成21年01月21日 普通株 38,2000.00市場外 取得 貸借

平成21年01月21日 普通株 70 0.00市場内 取得

平成21年01月21日 株券預託証券 41,3370.00市場外 取得 貸借

平成21年01月21日 株券預託証券 41,3370.00市場外 処分 貸借

平成21年01月22日 普通株 200 0.00市場外 取得 貸借

平成21年01月22日 普通株 34,5000.00市場外 処分 貸借

平成21年01月22日 普通株 69 0.00市場内 処分

平成21年01月22日 株券預託証券 337 0.00市場外 取得 貸借

平成21年01月22日 株券預託証券 337 0.00市場外 処分 貸借
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平成21年01月23日 普通株 81,7000.00市場外 取得 貸借

平成21年01月23日 普通株 633 0.00市場内 取得

平成21年01月23日 普通株 1,3230.00市場内 処分

平成21年01月23日 株券預託証券 1,9150.00市場外 取得 貸借

平成21年01月23日 株券預託証券 1,9150.00市場外 処分 貸借

平成21年01月26日 普通株 134,2000.01市場外 取得 貸借

平成21年01月26日 普通株 129 0.00市場内 取得

平成21年01月26日 普通株 1,5230.00市場内 処分

平成21年01月27日 普通株 1,147,0630.04市場外 処分 貸借

平成21年01月27日 普通株 129 0.00市場内 取得

平成21年01月27日 普通株 129 0.00市場内 処分

平成21年01月28日 普通株 17,8040.00市場外 処分 貸借

平成21年01月28日 普通株 4 0.00市場内 取得

平成21年01月28日 普通株 1,0370.00市場内 処分

平成21年01月28日 株券預託証券 18,4760.00市場外 取得 貸借

平成21年01月28日 株券預託証券 18,4760.00市場外 処分 貸借

平成21年01月29日 普通株 10,1040.00市場外 取得 貸借

平成21年01月29日 普通株 247,1000.01市場外 処分 貸借

平成21年01月29日 普通株 9 0.00市場内 取得

平成21年01月29日 株券預託証券 17,0350.00市場外 取得 貸借

平成21年01月29日 株券預託証券 17,0350.00市場外 処分 貸借

平成21年01月30日 普通株 4,231,4000.16市場外 取得 貸借

平成21年01月30日 普通株 56,0000.00市場内 取得

平成21年01月30日 株券預託証券 4,8750.00市場外 取得 貸借

平成21年01月30日 株券預託証券 4,8750.00市場外 処分 貸借

平成21年02月02日 普通株 853,8370.03市場外 処分 貸借

平成21年02月02日 普通株 56,3700.00市場内 取得

平成21年02月02日 普通株 112,0000.00市場内 処分

平成21年02月02日 株券預託証券 40,3860.00市場外 取得 貸借

平成21年02月02日 株券預託証券 40,3860.00市場外 処分 貸借

平成21年02月03日 普通株 988,0000.04市場外 取得 貸借

平成21年02月03日 普通株 57,0310.00市場内 取得

平成21年02月03日 普通株 56,0000.00市場内 処分

平成21年02月03日 株券預託証券 79,0580.00市場外 取得 貸借

平成21年02月03日 株券預託証券 79,0580.00市場外 処分 貸借

平成21年02月04日 普通株 39,2000.00市場外 取得 貸借

平成21年02月04日 普通株 1 0.00市場内 取得

平成21年02月04日 普通株 1,8390.00市場内 処分

平成21年02月04日 株券預託証券 16,4340.00市場外 取得 貸借

平成21年02月04日 株券預託証券 16,4340.00市場外 処分 貸借

平成21年02月05日 普通株 900,5750.03市場外 取得 貸借

平成21年02月05日 普通株 974 0.00市場内 取得
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平成21年02月05日 株券預託証券 14,4890.00市場外 取得 貸借

平成21年02月05日 株券預託証券 14,4890.00市場外 処分 貸借

平成21年02月06日 普通株 162,7750.01市場外 処分 貸借

平成21年02月06日 普通株 310,5390.01市場内 取得

平成21年02月06日 普通株 400,0000.02市場内 処分

平成21年02月06日 株券預託証券 8,7000.00市場外 取得 貸借

平成21年02月06日 株券預託証券 8,7000.00市場外 処分 貸借

平成21年02月09日 普通株 9,9000.00市場外 取得 貸借

平成21年02月09日 普通株 12,6000.00市場外 処分 貸借

平成21年02月09日 普通株 418,3000.02市場内 取得

平成21年02月09日 普通株 400,9890.02市場内 処分

平成21年02月09日 株券預託証券 89,7030.00市場外 取得 貸借

平成21年02月09日 株券預託証券 89,7030.00市場外 処分 貸借

平成21年02月10日 普通株 283,2000.01市場外 取得 貸借

平成21年02月10日 普通株 18,3000.00市場内 取得

平成21年02月10日 普通株 18,8310.00市場内 処分

平成21年02月10日 株券預託証券 131,8350.01市場外 取得 貸借

平成21年02月10日 株券預託証券 131,8350.01市場外 処分 貸借

平成21年02月12日 普通株 13,291,7000.51市場外 取得 貸借

平成21年02月12日 普通株 71,7040.00市場内 取得

平成21年02月12日 株券預託証券 74,9570.00市場外 取得 貸借

平成21年02月12日 株券預託証券 74,9570.00市場外 処分 貸借

平成21年02月13日 普通株 12,803,7990.49市場外 取得 貸借

平成21年02月13日 普通株 7 0.00市場内 取得

平成21年02月13日 株券預託証券 26,3830.00市場外 取得 貸借

平成21年02月13日 株券預託証券 26,3830.00市場外 処分 貸借

平成21年02月16日 普通株 100,8000.00市場外 処分 貸借

平成21年02月17日 普通株 14,0000.00市場外 取得 貸借

平成21年02月17日 普通株 424 0.00市場内 取得

平成21年02月17日 普通株 16,0000.00市場内 処分

平成21年02月17日 株券預託証券 4,4240.00市場外 取得 貸借

平成21年02月17日 株券預託証券 4,4240.00市場外 処分 貸借

平成21年02月18日 普通株 32,941,0001.25市場外 取得 貸借

平成21年02月18日 普通株 16,0010.00市場内 取得

平成21年02月18日 普通株 419 0.00市場内 処分

平成21年02月18日 株券預託証券 106,5060.00市場外 取得 貸借

平成21年02月18日 株券預託証券 106,5060.00市場外 処分 貸借

平成21年02月19日 普通株 39,839,0001.52市場外 取得 貸借

平成21年02月19日 普通株 949,9410.04市場外 処分 貸借

平成21年02月19日 普通株 3 0.00市場内 取得

平成21年02月19日 株券預託証券 92,3460.00市場外 取得 貸借

平成21年02月19日 株券預託証券 92,3460.00市場外 処分 貸借
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平成21年02月20日 普通株 3,386,3480.13市場外 取得 貸借

平成21年02月20日 普通株 1,5770.00市場内 取得

平成21年02月20日 株券預託証券 23,4000.00市場外 取得 貸借

平成21年02月20日 株券預託証券 23,4000.00市場外 処分 貸借

平成21年02月20日 株券預託証券 8,0000.00市場内 取得

平成21年02月20日 株券預託証券 25,7880.00市場内 処分

平成21年02月23日 普通株 232,4500.01市場外 取得 貸借

平成21年02月23日 普通株 4 0.00市場内 取得

平成21年02月23日 普通株 2,6770.00市場内 処分

平成21年02月23日 株券預託証券 130,5610.00市場外 取得 貸借

平成21年02月23日 株券預託証券 130,5610.00市場外 処分 貸借

平成21年02月23日 株券預託証券 73 0.00市場内 取得

平成21年02月23日 株券預託証券 66,0950.00市場内 処分

平成21年02月24日 普通株 4,848,8580.18市場外 処分 貸借

平成21年02月24日 普通株 1,5890.00市場内 取得

平成21年02月24日 株券預託証券 23,9000.00市場外 取得 貸借

平成21年02月24日 株券預託証券 23,9000.00市場外 処分 貸借

平成21年02月24日 株券預託証券 631 0.00市場内 取得

平成21年02月24日 株券預託証券 20,6000.00市場内 処分

平成21年02月25日 普通株 74,4180.00市場外 処分 貸借

平成21年02月25日 普通株 3,6250.00市場内 処分

平成21年02月25日 株券預託証券 117,0970.00市場外 取得 貸借

平成21年02月25日 株券預託証券 117,0970.00市場外 処分 貸借

平成21年02月25日 株券預託証券 87 0.00市場内 取得

平成21年02月26日 普通株 13,6710.00市場外 取得 貸借

平成21年02月26日 普通株 13,6710.00市場外 処分 貸借

平成21年02月26日 株券預託証券 491,5160.02市場外 取得 貸借

平成21年02月26日 株券預託証券 491,5160.02市場外 処分 貸借

平成21年02月26日 株券預託証券 500 0.00市場内 取得

平成21年02月27日 普通株 4,458,1310.17市場外 処分 貸借

平成21年02月27日 普通株 2,3670.00市場内 取得

平成21年02月27日 普通株 2,0990.00市場内 処分

平成21年02月27日 株券預託証券 205,4800.01市場外 取得 貸借

平成21年02月27日 株券預託証券 205,4800.01市場外 処分 貸借

平成21年02月27日 株券預託証券 325 0.00市場内 取得

平成21年02月27日 株券預託証券 65 0.00市場内 処分

平成21年03月02日 普通株 356,6080.01市場外 取得 貸借

平成21年03月02日 普通株 2,5960.00市場内 処分

平成21年03月02日 株券預託証券 937,5850.04市場外 取得 貸借

平成21年03月02日 株券預託証券 937,5850.04市場外 処分 貸借

平成21年03月03日 普通株 4,113,8700.16市場外 処分 貸借

平成21年03月03日 普通株 619 0.00市場内 処分
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平成21年03月03日 株券預託証券 38 0.00市場内 取得

平成21年03月04日 普通株 14,794,3760.56市場外 処分 貸借

平成21年03月04日 普通株 4,4490.00市場内 取得

平成21年03月04日 株券預託証券 152 0.00市場内 処分

平成21年03月04日 株券預託証券 111,5630.00市場外 取得 貸借

平成21年03月04日 株券預託証券 111,5630.00市場外 処分 貸借

平成21年03月05日 普通株 1,188,4010.05市場外 処分 貸借

平成21年03月05日 普通株 2,988,9010.11市場内 処分

平成21年03月05日 株券預託証券 55 0.00市場内 取得

平成21年03月05日 株券預託証券 400,1210.02市場内 処分

平成21年03月05日 株券預託証券 111,5630.00市場外 取得 貸借

平成21年03月05日 株券預託証券 111,5630.00市場外 処分 貸借

平成21年03月06日 普通株 1,744,2030.07市場外 処分 貸借

平成21年03月06日 普通株 3,718,4770.14市場内 取得

平成21年03月06日 普通株 1 0.00市場内 処分

平成21年03月06日 株券預託証券 400,4910.02市場内 取得

平成21年03月06日 株券預託証券 795 0.00市場内 処分

平成21年03月09日 普通株 4,154,2180.16市場外 取得 貸借

平成21年03月09日 普通株 2,742,3180.10市場外 処分 貸借

平成21年03月09日 普通株 56,6120.00市場内 取得

平成21年03月09日 普通株 1,008,0420.04市場内 処分

平成21年03月09日 株券預託証券 151,4500.01市場内 取得

平成21年03月09日 株券預託証券 120,1000.00市場内 処分

平成21年03月10日 普通株 2,542,0180.10市場外 取得 貸借

平成21年03月10日 普通株 12,654,5450.48市場外 処分 貸借

平成21年03月10日 普通株 3,0110.00市場内 取得

平成21年03月10日 普通株 466,3290.02市場内 処分

平成21年03月10日 株券預託証券 415 0.00市場内 取得

平成21年03月11日 普通株 3,638,0410.14市場外 取得 貸借

平成21年03月11日 普通株 787,3340.03市場内 取得

平成21年03月11日 普通株 102,9870.00市場内 処分

平成21年03月11日 株券預託証券 31,3940.00市場内 処分

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約により(Morgan Stanley ＆ Co. International PLC)より3,849,173株借入、11,477,516株貸付、21,945,500株担保
差入
関連会社（モルガン・スタンレー証券株式会社）より16,700株借入、10,112,631株貸付、289,500株担保差入
関連会社(MS Equity Financing Services (Luxembourg)S.a.r.l)より666株借入、23,965,124株貸付、22,014,000株担保受入

（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） 10,032

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

EDINET提出書類

モルガン・スタンレー証券株式会社(E10802)

変更報告書（大量保有）

14/23



取得資金合計（千円）（W+X+Y） 10,032

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）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

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

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・ピーエル
シー　（Morgan Stanley & Co. International PLC）

住所又は本店所在地 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, United Kingdom

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 ワリドー・シャラマー

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　
法務・コンプライアンス本部 伊勢本　浩之

電話番号 03-5424-5762 (直)

（２）【保有目的】

証券業務等にかかる保有

（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） 59,803,922

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 59,803,922P 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 9,841,911

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 49,962,011

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21年03月11日現在）

V 2,627,492,760

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

1.90

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

3.29

（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21年01月13日 普通株 743,5100.03市場外 取得 貸借

平成21年01月13日 普通株 1,520,4000.06市場外 処分 貸借

平成21年01月13日 普通株 660 0.00市場内 取得

平成21年01月13日 普通株 125,9010.00市場内 処分

平成21年01月14日 普通株 502,8000.02市場外 取得 貸借

平成21年01月14日 普通株 165,7000.01市場外 処分 貸借

平成21年01月14日 普通株 50,8000.00市場内 処分

平成21年01月15日 普通株 1,064,1000.04市場外 取得 貸借

平成21年01月15日 普通株 935,2000.04市場外 処分 貸借

平成21年01月15日 普通株 380 0.00市場内 取得

平成21年01月15日 普通株 78,5000.00市場内 処分

平成21年01月16日 普通株 1,025,8000.04市場外 取得 貸借

平成21年01月16日 普通株 4,3840.00市場内 取得

平成21年01月16日 普通株 69,9260.00市場内 処分

平成21年01月19日 普通株 1,771,7000.07市場外 取得 貸借

平成21年01月19日 普通株 228,1210.01市場内 取得

平成21年01月19日 普通株 17,5000.00市場内 処分

平成21年01月20日 普通株 28,7000.00市場外 取得 貸借

平成21年01月20日 普通株 2,7000.00市場外 処分 貸借

平成21年01月20日 普通株 201,6240.01市場内 取得
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平成21年01月20日 普通株 49,5570.00市場内 処分

平成21年01月21日 普通株 132,3480.01市場外 処分 貸借

平成21年01月21日 普通株 6,5610.00市場内 取得

平成21年01月21日 普通株 3,2640.00市場内 処分

平成21年01月22日 普通株 40,0000.00市場外 取得 貸借

平成21年01月22日 普通株 113,9000.00市場外 処分 貸借

平成21年01月22日 普通株 163 0.00市場内 取得

平成21年01月22日 普通株 219,0500.01市場内 処分

平成21年01月23日 普通株 50,8000.00市場外 取得 貸借

平成21年01月23日 普通株 53,8000.00市場外 処分 貸借

平成21年01月23日 普通株 23,9190.00市場内 処分

平成21年01月26日 普通株 866,0370.03市場外 取得 貸借

平成21年01月26日 普通株 62,8000.00市場外 処分 貸借

平成21年01月26日 普通株 644 0.00市場内 取得

平成21年01月26日 普通株 10,1320.00市場内 処分

平成21年01月27日 普通株 776,4000.03市場外 取得 貸借

平成21年01月27日 普通株 173,1110.01市場外 処分 貸借

平成21年01月27日 普通株 614,1410.02市場内 取得

平成21年01月27日 普通株 8,8000.00市場内 処分

平成21年01月28日 普通株 2,060,8500.08市場外 取得 貸借

平成21年01月28日 普通株 256,2000.01市場外 処分 貸借

平成21年01月28日 普通株 66,8150.00市場内 取得

平成21年01月28日 普通株 437 0.00市場内 処分

平成21年01月29日 普通株 541,4000.02市場外 取得 貸借

平成21年01月29日 普通株 1,362,8250.05市場外 処分 貸借

平成21年01月29日 普通株 16,4150.00市場内 取得

平成21年01月29日 普通株 6,7000.00市場内 処分

平成21年01月30日 普通株 2,7000.00市場外 取得 貸借

平成21年01月30日 普通株 1,105,2890.04市場外 処分 貸借

平成21年01月30日 普通株 40,1220.00市場内 取得

平成21年01月30日 普通株 328,4550.01市場内 処分

平成21年02月02日 普通株 1,082,3370.04市場外 処分 貸借

平成21年02月02日 普通株 28,1200.00市場内 取得

平成21年02月02日 普通株 1,2000.00市場内 処分

平成21年02月03日 普通株 889,5000.03市場外 取得 貸借

平成21年02月03日 普通株 20,3400.00市場内 取得

平成21年02月03日 普通株 36,9240.00市場内 処分

平成21年02月04日 普通株 265,0000.01市場外 取得 貸借

平成21年02月04日 普通株 110,2000.00市場外 処分 貸借

平成21年02月04日 普通株 4,108,7520.16市場内 処分

平成21年02月05日 普通株 186,4000.01市場外 処分 貸借

平成21年02月05日 普通株 1,7480.00市場内 取得
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平成21年02月05日 普通株 23,5970.00市場内 処分

平成21年02月06日 普通株 322,6500.01市場外 取得 貸借

平成21年02月06日 普通株 143,0000.01市場外 処分 貸借

平成21年02月06日 普通株 100,0340.00市場内 取得

平成21年02月06日 普通株 11,8470.00市場内 処分

平成21年02月09日 普通株 110,7000.00市場外 取得 貸借

平成21年02月09日 普通株 74,1010.00市場内 取得

平成21年02月09日 普通株 4 0.00市場内 処分

平成21年02月10日 普通株 525,4250.02市場外 取得 貸借

平成21年02月10日 普通株 388,0000.01市場外 処分 貸借

平成21年02月10日 普通株 55,8950.00市場内 取得

平成21年02月10日 普通株 528 0.00市場内 処分

平成21年02月12日 普通株 6,809,1300.26市場外 取得 貸借

平成21年02月12日 普通株 1,216,9020.05市場外 処分 貸借

平成21年02月12日 普通株 118,7420.00市場内 取得

平成21年02月12日 普通株 450 0.00市場内 処分

平成21年02月13日 普通株 31,642,9691.20市場外 取得 貸借

平成21年02月13日 普通株 13,364,9160.51市場外 処分 貸借

平成21年02月13日 普通株 113,3480.00市場内 取得

平成21年02月13日 普通株 1 0.00市場内 処分

平成21年02月16日 普通株 787,6550.03市場外 取得 貸借

平成21年02月16日 普通株 816,4000.03市場外 処分 貸借

平成21年02月16日 普通株 1 0.00市場内 処分

平成21年02月17日 普通株 585,8530.02市場外 取得 貸借

平成21年02月17日 普通株 1,526,5980.06市場外 処分 貸借

平成21年02月17日 普通株 22,1640.00市場内 取得

平成21年02月17日 普通株 24,9020.00市場内 処分

平成21年02月18日 普通株 5,166,4440.20市場外 取得 貸借

平成21年02月18日 普通株 381,0270.01市場外 処分 貸借

平成21年02月18日 普通株 4,241,6610.16市場内 取得

平成21年02月18日 普通株 22,1000.00市場内 処分

平成21年02月19日 普通株 75,910,2212.89市場外 取得 貸借

平成21年02月19日 普通株 38,950,8411.48市場外 処分 貸借

平成21年02月19日 普通株 225,7040.01市場内 取得

平成21年02月19日 普通株 20,5100.00市場内 処分

平成21年02月20日 普通株 1,227,3380.05市場外 取得 貸借

平成21年02月20日 普通株 387,0000.01市場内 取得

平成21年02月20日 普通株 944 0.00市場内 処分

平成21年02月23日 普通株 1,782,1580.07市場外 取得 貸借

平成21年02月23日 普通株 33,0000.00市場外 処分 貸借

平成21年02月23日 普通株 1,4170.00市場内 取得

平成21年02月23日 普通株 195,8720.01市場内 処分
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平成21年02月24日 普通株 3,666,5460.14市場外 取得 貸借

平成21年02月24日 普通株 12,140,3140.46市場外 処分 貸借

平成21年02月24日 普通株 159,5510.01市場内 取得

平成21年02月24日 普通株 336,1870.01市場内 処分

平成21年02月25日 普通株 2,140,2660.08市場外 取得 貸借

平成21年02月25日 普通株 242,5150.01市場内 取得

平成21年02月25日 普通株 4,489,2740.17市場内 処分

平成21年02月26日 普通株 461,3180.02市場外 取得 貸借

平成21年02月26日 普通株 6,198,3240.24市場内 処分

平成21年02月27日 普通株 2,384,5240.09市場外 取得 貸借

平成21年02月27日 普通株 411,9470.02市場内 取得

平成21年02月27日 普通株 6,247,6900.24市場内 処分

平成21年03月02日 普通株 2,939,9780.11市場外 取得 貸借

平成21年03月02日 普通株 6,030,8360.23市場外 処分 貸借

平成21年03月02日 普通株 120 0.00市場内 取得

平成21年03月02日 普通株 150 0.00市場内 処分

平成21年03月03日 普通株 8,066,7980.31市場外 取得 貸借

平成21年03月03日 普通株 54 0.00市場内 取得

平成21年03月03日 普通株 2,167,7020.08市場内 処分

平成21年03月04日 普通株 12,257,6150.47市場外 取得 貸借

平成21年03月04日 普通株 18,651,6390.71市場外 処分 貸借

平成21年03月04日 普通株 3,554,1290.14市場内 取得

平成21年03月04日 普通株 505,3020.02市場内 処分

平成21年03月05日 普通株 6,974,7990.27市場外 処分 貸借

平成21年03月05日 普通株 3,241,6870.12市場内 取得

平成21年03月05日 普通株 51,9300.00市場内 処分

平成21年03月06日 普通株 6,030,9730.23市場外 取得 貸借

平成21年03月06日 普通株 429,1000.02市場外 処分 貸借

平成21年03月06日 普通株 4,465,6000.17市場内 取得

平成21年03月06日 普通株 240,1000.01市場内 処分

平成21年03月09日 普通株 3,371,8640.13市場外 取得 貸借

平成21年03月09日 普通株 766,6480.03市場内 取得

平成21年03月09日 普通株 6,350,0000.24市場内 処分

平成21年03月10日 普通株 5,770,0610.22市場外 取得 貸借

平成21年03月10日 普通株 22,459,3240.85市場外 処分 貸借

平成21年03月10日 普通株 1,382,3400.05市場内 取得

平成21年03月10日 普通株 1,1650.00市場内 処分

平成21年03月11日 普通株 6,117,8820.23市場外 取得 貸借

平成21年03月11日 普通株 1,339,0070.05市場外 処分 貸借

平成21年03月11日 普通株 79,5370.00市場内 取得

平成21年03月11日 普通株 927,4590.04市場内 処分

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
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消費貸借契約により、関連会社（モルガン・スタンレー証券株式会社）より19,433,479株借入、894,600株担保受入
関連会社(MS Equity Financing Services (Luxembourg)S.a.r.l)より758,700株借入、5,992,738株貸付
関連会社(Morgan Stanley ＆ Co. Incorporated)より11,477,516株借入、3,849,173株貸付、21,945,500株担保受入

（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） 338,586

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） 338,586

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）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

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

氏名又は名称
エムエス・エクイティー・ファイナンシング・サービセズ（ルクセンブル
ク）エス・アー・エール・エル
(MS 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03月13日

代表者氏名 ベンジャミン・ウォーカー

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 
法務・コンプライアンス本部　伊勢本　浩之

電話番号 03-5424-5762 (直)

（２）【保有目的】

証券貸借業務
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（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） 63,663,203

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 63,663,203P 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 27,382,828

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 36,280,375

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21年03月11日現在）

V 2,627,492,760

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

1.38

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

2.28

（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21年02月12日 普通株 13,100,0000.50市場外 取得 貸借

平成21年02月13日 普通株 13,100,0000.50市場外 取得 貸借

平成21年02月18日 普通株 38,011,2001.45市場外 取得 貸借

平成21年02月18日 普通株 38,000,0001.45市場外 処分 貸借

平成21年02月19日 普通株 38,000,0001.45市場外 取得 貸借

平成21年02月20日 普通株 11,2000.00市場外 処分 貸借

平成21年02月24日 普通株 6,200,0000.24市場外 処分 貸借

平成21年02月27日 普通株 8,019,6000.31市場外 処分 貸借

平成21年03月02日 普通株 7,030,0000.27市場外 取得 貸借

平成21年03月03日 普通株 4,125,0000.16市場外 処分 貸借

平成21年03月04日 普通株 11,422,8820.43市場外 処分 貸借

平成21年03月05日 普通株 1,952,8180.07市場外 処分 貸借
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平成21年03月06日 普通株 7,281,1360.28市場外 処分 貸借

平成21年03月09日 普通株 75,6680.00市場外 処分 貸借

平成21年03月10日 普通株 7,032,9300.27市場外 処分 貸借

平成21年03月11日 普通株 3,795,1600.14市場外 取得 貸借

平成21年03月11日 普通株 3,451,9590.13市場外 処分 貸借

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約により、関連会社（モルガン・スタンレー証券株式会社）に4,609,462株貸付
関連会社(Morgan Stanley ＆ Co. International PLC)より5,992,738株借入、758,700株貸付
関連会社(Morgan Stanley ＆ Co. Incorporated)より23,965,124株借入、666株貸付、22,014,000株担保差入

（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

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）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

第３【共同保有者に関する事項】
該当事項なし

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

（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・ピーエルシー　（Morgan Stanley & Co.

 International PLC）

（４）エムエス・エクイティー・ファイナンシング・サービセズ（ルクセンブルク）エス・アー・エール・エル　

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

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） 227,629,383

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 3,996

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券
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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 227,633,379P 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 125,359,789

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 102,273,590

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21年03月11日現在）

V 2,627,492,760

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

3.89

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

6.25

（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（％）

モルガン・スタンレー証券株式会社 0 0.00

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)

16,031,204 0.61

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・ピーエルシー　
（Morgan Stanley & Co. International PLC）

49,962,011 1.90

エムエス・エクイティー・ファイナンシング・サービセズ（ルクセンブルク）エス・
アー・エール・エル　(MS Equity Financing Services (Luxembourg)S.a.r.l)

36,280,375 1.38

合計 102,273,590 3.89
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