
株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令

第三号様式

 
  

【表紙】  

  

【提出書類】 大量保有報告書

【根拠条文】 法第27条の26第2項第1号

【提出先】 関東財務（支）局長

【氏名又は名称】
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザー

ズ株式会社

【住所又は本店所在地】
東京都港区赤坂９丁目７番１号ミッドタウン・タ

ワー

【報告義務発生日】 平成21年6月15日

【提出日】 平成21年6月19日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 5名

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】 株式等保有割合が1%以上減少したため
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第１【発行者に関する事項】

 

  

発行者の名称 ユニー株式会社

証券コード 8270

上場・店頭の別 上場

上場証券取引所 東京（１部）、名古屋（１部）

 

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

氏名又は名称 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

住所又は本店所在地 東京都港区赤坂９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  
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③【法人の場合】

  

設立年月日 平成10年2月28日

代表者氏名 山本幸次

代表者役職 代表取締役社長

事業内容

1.投資運用業

2.投資助言業

3.第二種金融商品取引業

4.第一種金融商品取引業

5.前各号に関連する一切の業務

 

④【事務上の連絡先】

  

事務上の連絡先及び担当者名

連絡先；東京都港区赤坂９丁目７番１号ミッドタウン・タワー

担当者；コンプライアンス・リスクマネジメント部　部長　岩渕浩一

電話番号 ０３（４５３０）７０８５

 

(2)【保有目的】

 

投資信託及び投資法人に関する法律又は投資一任契約に基づき投資信託又は顧客の資産の運用のため。

 

(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

株券又は投資証券等（株・口）   2,445,000 

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　　　　　　　2,445,000

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
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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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,445,000

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21年6月15日現在）

V　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   198,565,821

上記提出者の

株券等保有割合（％）

（T/(U+V)×100）

1.23%

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）

1.33%
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(4)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

 

該当事項はありません。

 

 

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

ステート・ストリート銀行

（State Street Bank &Trust Company）

住所又は本店所在地

アメリカ合衆国　02111-2900　マサチュウセッツ州、ボストン、ワンリンカーン
通り　ステート・ストリート・ファイナンシャルセンター

（State Street Financial Center One Lincoln Street Boston, MA
   02111-2900 U.S.A.）

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  
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③【法人の場合】

  

設立年月日 1891年8月15日

代表者氏名 ロナルド・イー・ローグ（Ronald E. Logue）

代表者役職 最高経営責任者

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

連絡先；東京都港区赤坂９丁目７番１号ミッドタウン・タワー

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

担当者；コンプライアンス・リスクマネジメント部　部長　岩渕浩一

電話番号 ０３（４５３０）７０８５

 

(2)【保有目的】

 

資産運用契約に基づき、顧客の資産の運用のため。

 

(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

株券又は投資証券等（株・口）   2,362,090

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 　　　　　　　2,362,090

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,362,090
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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6月15日現在）

V　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        198,565,821

上記提出者の

株券等保有割合（％）

（T/(U+V)×100）

1.19%

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）

2.02
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(4)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

 

該当事項はありません。

 

 

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
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
(State Street Global Advisors Limited)

住所又は本店所在地
英国　ロンドン市　バンクストリート２５
(25 Bank Street London E14 5LE England)

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  
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③【法人の場合】

設立年月日 1990年6月8日

代表者氏名 カネッシュ・ラカーニ(Kanesh Lakhani)

代表者役職   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
 連絡先：東京都港区赤坂９丁目７番１号
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
担当者：コンプライアンス・リスクマネジメント部　部長　岩渕浩一

電話番号  ０３(４５３０)７０８５

 

(2)【保有目的】

 資産運用契約に基づき、顧客の資産の運用のため。

 

(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

株券又は投資証券等(株・口)   1,518,533

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 　　　　　　　1,518,533

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
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保有株券等の数(総数)
(O+P+Q-R-S)

T　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,518,533

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6月15日現在)

V　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　  198,565,821

上記提出者の
株券等保有割合(％)
(T/(U+V)×100)

 0.76%

直前の報告書に記載された
株券等保有割合(％)

0.41%
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(4)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

 該当事項はありません。

 

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
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・フランス
 (State Street Global Advisors France SA)

住所又は本店所在地
フランス　パリ市　75008　バルザック通り２５
(25 rue Balzac　75008  Paris　France )

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  
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③【法人の場合】

設立年月日 1997年6月3日

代表者氏名 カール・バング(Carl Bang)

代表者役職   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
 連絡先： 東京都港区赤坂９丁目７番１号
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
担当者：コンプライアンス・リスクマネジメント部　部長　岩渕浩一

電話番号  ０３(４５３０)７０８５

 

(2)【保有目的】

 資産運用契約に基づき、顧客の資産の運用のため。

           

 (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

株券又は投資証券等(株・口)   558,781

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 　　　　　　　558,781

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
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保有株券等の数(総数)
(O+P+Q-R-S)

T　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　558,781

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6月15日現在)

V　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　 198,565,821

上記提出者の
株券等保有割合(％)
(T/(U+V)×100)

 0.28%

直前の報告書に記載された
株券等保有割合(％)

0.66%
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(4)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

 該当事項はありません。

 

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

氏名又は名称
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・アジア
 (State Street Global Advisors Asia Limited)

住所又は本店所在地
中国　香港　セントラル　ファイナンスストリート８　
(8 Finance Street, Central, Hon Kong, China )

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  
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③【法人の場合】

設立年月日 1997年6月3日

代表者氏名 ケリー・ディスコール(Kelly Discoll)

代表者役職   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
 連絡先： 東京都港区赤坂９丁目７番１号
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
担当者：コンプライアンス・リスクマネジメント部　部長　岩渕浩一

電話番号  ０３(４５３０)７０８５

 

(2)【保有目的】

 資産運用契約に基づき、顧客の資産の運用のため。

 

(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

株券又は投資証券等(株・口)   272,500

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 　　　　　　　272,500

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
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保有株券等の数(総数)
(O+P+Q-R-S)

T　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　272,500

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6月15日現在)

V　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　 198,565,821

上記提出者の
株券等保有割合(％)
(T/(U+V)×100)

 0.14%

直前の報告書に記載された
株券等保有割合(％)

0.18%
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(4)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

 該当事項はありません。

 

 

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】

該当事項はありません。
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(2)【上記共同保有者の保有株券等の内訳】

該当事項はありません。
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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)ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

(２)ステート・ストリート銀行 (State Street Bank & Trust Company)
(３)ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(State Street Global Advisors Limited)
(４)ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・フランス (State Street Global Advisors France SA)
(５)ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・アジア(State Street Global Advisors Asia Limited)
 

 

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)    7,156,904

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 N
Q     
   7,156,904

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   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,156,904

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6月15日現在)

V　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　198,565,821

上記提出者の
株券等保有割合(％)
(T/(U+V)×100)

 3.60％
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直前の報告書に記載された
株券等保有割合(％)

 5.01％

  

(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者又は共同保有者名 保有株券等の数(総数)(株・口) 株券等保有割合(％)

ステート・ストリート・グローバ
ル・アドバイザーズ株式会社

　2,445,000  1.23%

ステート・ストリート銀行 2,362,090 1.19%

ステート・ストリート・グローバ
ル・アドバイザーズ

1,518,533 0.76%

ステート・ストリート・グローバ
ル・アドバイザーズ・フランス

558,781 0.28%

ステート・ストリート・グローバ
ル・アドバイザーズ・アジア

272,500 0.14%

合計 7,156,904 3.60%
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