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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 大都魚類株式会社 

証券コード 8044 

上場・店頭の別 上場 

上場金融商品取引所 東京 
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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 株式会社マルハニチロホールディングス 

住所又は本店所在地 東京都江東区豊洲三丁目2番20号 

旧氏名又は名称  

旧住所又は本店所在地 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 

 

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16年4月1日 

代表者氏名 久代 敏男 

代表者役職 代表取締役社長 

事業内容
水産物卸売業等を営む会社の株式を所有することによる、当該会社の

事業活動の支配および管理等 

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 経営管理部長　宮澤 栄三 

電話番号 03-6833-4133 

 

（２）【保有目的】

発行会社は、当社子会社である株式会社マルハニチロ水産が、自社の漁獲物・水産製商品の販売を委託する

ことを目的として昭和22年10月に出資設立したものであり、平成17年1月、グループの持株会社である当社が、

グループ内資本再編のため、同社保有の発行会社株式全株を譲り受けました。 

 

（３）【重要提案行為等】

該当なし 
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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）  10,291,687          

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 10,291,687P     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 10,291,687

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23年2月1日現在）

V 31,622,740

上記提出者の

株券等保有割合（％）

（T/(U+V)×100）

 32.55

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
 32.55

 

（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

　 該当なし　               
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（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

平成20年6月26日付、㈱みずほコーポレート銀行宛81,000株、農林中央金庫宛10,184,500株を担保差入。 

 

（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） 1,894,000

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） 1,894,000

 

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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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 大洋エーアンドエフ株式会社 

住所又は本店所在地 東京都中央豊海町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25年3月28日 

代表者氏名 安部 敏男 

代表者役職 代表取締役社長 

事業内容 一般漁業、水産物の生産・加工及び売買、農畜産物の輸出入業 

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 経理グループ経理チーム チームリーダー 松尾 秀樹 

電話番号 03-6220-1252 
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（２）【保有目的】

株式会社マルハニチロホールディングスを中心としたグループの円滑な運営に資するため、相互信頼関係を

より強固なものとすることを目的に保有している。 

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

 7/79



（３）【重要提案行為等】

 該当なし 
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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）     1,250,000          

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     1,250,000P     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     1,250,000

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23年2月1日現在）

V     31,622,740

上記提出者の

株券等保有割合（％）

（T/(U+V)×100）

     3.95

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
     3.95
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（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

　 該当なし　               
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（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

平成21年3月19日付、(財)海外漁業協力財団宛 1,250,000株を担保差入。 
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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）     ー

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）     ー

 

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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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 大都魚類株式会社 

住所又は本店所在地 東京都中央区築地５丁目２番１号 中央卸売市場内 

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22年10月1日 

代表者氏名 加茂 秀樹 

代表者役職 代表取締役社長 

事業内容 水産物卸売業 

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 総務部長  内田 正実 

電話番号 03-5565-8112 
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（２）【保有目的】

 株式買取請求に対応のため取得したものであります。 
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（３）【重要提案行為等】

 該当なし 
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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）      125,323          

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     125,323P     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    125,323 

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23年2月1日現在）

V     31,622,740

上記提出者の

株券等保有割合（％）

（T/(U+V)×100）

     0.40

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
     0.38
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（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22年

12月14日 
普通株式     500     0.00

市場外

（買取請求） 
取得     116

平成22年

12月14日 
普通株式     312     0.00

市場外

（買取請求） 
取得     115

平成22年

12月28日 
普通株式     250     0.00

市場外

（買取請求） 
取得     117

平成23年

1月28日 
普通株式     156     0.00

市場外

（買取請求） 
取得     123
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（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

 該当なし 
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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）     22,503

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）     22,503

 

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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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 大東魚類株式会社 

住所又は本店所在地 愛知県名古屋市熱田区川並町２－２２ 

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25年4月1日 

代表者氏名 重田 親司 

代表者役職 代表取締役社長 

事業内容 水産物卸売業、冷蔵倉庫業 

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 常務取締役　松浦 和比古 

電話番号 052-683-3311
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（２）【保有目的】

株式会社マルハニチロホールディングスを中心としたグループの円滑な運営に資するため、相互信頼関係を

より強固なものとすることを目的に保有している。 
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（３）【重要提案行為等】

 該当なし 
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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）      300,000          

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     300,000P     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     300,000

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23年2月1日現在）

V     31,622,740

上記提出者の

株券等保有割合（％）

（T/(U+V)×100）

     0.95

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
     0.95

　

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

23/79



（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

　 該当なし               

                

                

                

                

                

                

                

　

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

24/79



（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

 該当なし 

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

25/79



（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）     109,800

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）     109,800

 

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   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

　

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

26/79



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 大京魚類株式会社 

住所又は本店所在地 京都府京都市下京区朱雀分木町市有地 

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23年4月16日 

代表者氏名 東川 守男 

代表者役職 代表取締役社長 

事業内容 水産物卸売業、冷蔵倉庫業、製氷及び凍氷販売業 

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 常務取締役総務部長　佐々木 廣文 

電話番号 075-321-3100 

　

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

27/79



（２）【保有目的】

株式会社マルハニチロホールディングスを中心としたグループの円滑な運営に資するため、相互信頼関係を

より強固なものとすることを目的に保有している。 

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

28/79



（３）【重要提案行為等】

 該当なし 

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

29/79



（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）      100,000          

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     100,000P     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     100,000

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23年2月1日現在）

V     31,622,740

上記提出者の

株券等保有割合（％）

（T/(U+V)×100）

     0.32

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
     0.32

　

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

30/79



（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

　 該当なし               

                

                

                

                

                

                

                

　

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

31/79



（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

 該当なし 

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

32/79



（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）     36,600

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）     36,600

 

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   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

　

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

33/79



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 神港魚類株式会社 

住所又は本店所在地 兵庫県神戸市兵庫区中之島１－１－１ 

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23年4月13日 

代表者氏名 網野 裕美 

代表者役職 代表取締役社長 

事業内容 水産物の集荷販売並びに販売の受託 

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 総務部長 森 義育

電話番号 078-672-7000 

　

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

34/79



（２）【保有目的】

株式会社マルハニチロホールディングスを中心としたグループの円滑な運営に資するため、相互信頼関係を

より強固なものとすることを目的に保有している。 

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

35/79



（３）【重要提案行為等】

 該当なし 

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

36/79



（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）     1,000,000          

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     1,000,000P     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     1,000,000

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23年2月1日現在）

V     31,622,740

上記提出者の

株券等保有割合（％）

（T/(U+V)×100）

     3.16

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
     3.16

　

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

37/79



（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

 該当なし               

                

                

                

                

                

                

                

　

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

38/79



（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

 該当なし 

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

39/79



（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）     315,000

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）     315,000

 

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   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

　

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

40/79



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 九州魚市株式会社 

住所又は本店所在地 福岡県北九州市小倉北区西港町94番地9 

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23年9月7日 

代表者氏名 井上 健二 

代表者役職 代表取締役社長 

事業内容 水産物及びその加工品の購入販売並びに販売の受託 

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 常務取締役管理部長　黒神 一 

電話番号 093-583-2488 

　

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

41/79



（２）【保有目的】

株式会社マルハニチロホールディングスを中心としたグループの円滑な運営に資するため、相互信頼関係を

より強固なものとすることを目的に保有している。 

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

42/79



（３）【重要提案行為等】

 該当なし 

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

43/79



（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）      800,000          

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     800,000P     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     800,000

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23年2月1日現在）

V     31,622,740

上記提出者の

株券等保有割合（％）

（T/(U+V)×100）

     2.53

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
     2.53

　

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

44/79



（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

　 該当なし               

                

                

                

                

                

                

                

　

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

45/79



（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

 該当なし 

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

46/79



（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）     411,200

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）     411,200

 

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   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

　

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）
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８【提出者（大量保有者）／８】

（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 九州中央魚市株式会社 

住所又は本店所在地 熊本県熊本市田崎町484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34年7月28日 

代表者氏名 川中 道夫 

代表者役職 代表取締役社長 

事業内容 水産物及び農畜産物の卸売 

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 管理部経理課 課長　上杉 成生 

電話番号 096-323-2204 

　

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

48/79



（２）【保有目的】

株式会社マルハニチロホールディングスを中心としたグループの円滑な運営に資するため、相互信頼関係を

より強固なものとすることを目的に保有している。 

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

49/79



（３）【重要提案行為等】

 該当なし 

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

50/79



（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）      400,000          

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     400,000P     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     400,000

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23年2月1日現在）

V     31,622,740

上記提出者の

株券等保有割合（％）

（T/(U+V)×100）

     1.26

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
     1.26

　

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

51/79



（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

　 該当なし               

                

                

                

                

                

                

                

　

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

52/79



（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

 該当なし 

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）
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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）     205,600

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）     205,600

 

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   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

　

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）
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９【提出者（大量保有者）／９】

（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 広洋水産株式会社 

住所又は本店所在地 北海道白糠郡白糠町庶路甲区6-584 

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54年9月8日 

代表者氏名 土屋 克仁 

代表者役職 代表取締役社長 

事業内容 水産物の食品加工、油脂、飼料の製造、製氷、冷蔵倉庫業 

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 常務取締役　飯田 康宏

電話番号 01547-5-2241 

　

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）
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（２）【保有目的】

株式会社マルハニチロホールディングスを中心としたグループの円滑な運営に資するため、相互信頼関係を

より強固なものとすることを目的に保有している。 

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

56/79



（３）【重要提案行為等】

 該当なし 

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）
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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）      400,000          

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     400,000P     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     400,000

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23年2月1日現在）

V     31,622,740

上記提出者の

株券等保有割合（％）

（T/(U+V)×100）

     1.26

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
     1.26

　

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）
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（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

　 該当なし               

                

                

                

                

                

                

                

　

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）
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（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

 該当なし 

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）
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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）     68,000

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）     68,000

 

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   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

　

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）
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１０【提出者（大量保有者）／１０】

（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 日本サイロ株式会社 

住所又は本店所在地 千葉県千葉市美浜区新港3番地2 

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42年4月11日 

代表者氏名 中部 恒雄 

代表者役職 代表取締役社長 

事業内容 倉庫業、港湾運送業 

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 総務部長 中島 照次 

電話番号 043-241-0316 

　

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

62/79



（２）【保有目的】

株式会社マルハニチロホールディングスを中心としたグループの円滑な運営に資するため、相互信頼関係を

より強固なものとすることを目的に保有している。 

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

63/79



（３）【重要提案行為等】

 該当なし 

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

64/79



（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）      400,000          

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     400,000P     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     400,000

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23年2月1日現在）

V     31,622,740

上記提出者の

株券等保有割合（％）

（T/(U+V)×100）

     1.26

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
     1.26

　

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）
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（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

　 該当なし               

                

                

                

                

                

                

                

　

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）
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（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

 該当なし 

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

67/79



（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）     205,600

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）     205,600

 

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   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

　

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）
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１１【提出者（大量保有者）／１１】

（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 株式会社マルハニチロ物流 

住所又は本店所在地 東京都中央区豊海町14番17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14年10月16日 

代表者氏名 河添 誠吾 

代表者役職 代表取締役社長 

事業内容 冷蔵倉庫業、普通倉庫業、貸倉庫業、通関業他 

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 取締役総務部長　梨本 進 

電話番号 03-5548-1281 

　

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）
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（２）【保有目的】

株式会社マルハニチロホールディングスを中心としたグループの円滑な運営に資するため、相互信頼関係を

より強固なものとすることを目的に保有している。 

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）
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（３）【重要提案行為等】

 該当なし 

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）
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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）      900,000          

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     900,000P     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     900,000

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23年2月1日現在）

V     31,622,740

上記提出者の

株券等保有割合（％）

（T/(U+V)×100）

     2.85

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
     2.85

　

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）
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（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

　 該当なし               

                

                

                

                

                

                

                

　

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）

73/79



（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

平成11年12月17日付、株式会社みずほコーポレート銀行宛 300,000株を担保差入。

平成14年9月19日付、日本生命保険相互会社宛 300,000株を担保差入。 

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）
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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）     308,400

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）     308,400

 

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   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

　

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）
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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 該当なし 

氏名又は名称  

住所又は本店所在地  

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  

代表者氏名  

代表者役職  

事業内容  

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名  

電話番号  

 

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）
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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】　該当なし

 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）                

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     

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     

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23年2月1日現在）

V     

上記提出者の

株券等保有割合（％）

（T/(U+V)×100）

     

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
     

 

EDINET提出書類

株式会社マルハニチロホールディングス(E00020)

変更報告書（大量保有）
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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】

株式会社マルハニチロホールディングス

大洋エーアンドエフ株式会社

大都魚類株式会社

大東魚類株式会社

大京魚類株式会社

神港魚類株式会社

九州魚市株式会社

九州中央魚市株式会社

広洋水産株式会社

日本サイロ株式会社

株式会社マルハニチロ物流

 

 

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）  15,967,010          

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 15,967,010P     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 15,967,010

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23年2月1日現在）

V 31,622,740

上記提出者の

株券等保有割合（％）

（T/(U+V)×100）

 50.49

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
 50.47

 

（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（％）

株式会社マルハニチロホールディングス 10,291,687 32.55

大洋エーアンドエフ株式会社 1,250,000 3.95

大都魚類株式会社 125,323 0.40
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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（％）

大東魚類株式会社 300,000 0.95

大京魚類株式会社 100,000 0.32

神港魚類株式会社 1,000,000 3.16

九州魚市株式会社 800,000 2.53

九州中央魚市株式会社 400,000 1.26

広洋水産株式会社 400,000 1.26

日本サイロ株式会社 400,000 1.26

株式会社マルハニチロ物流 900,000 2.85

合計 15,967,010 50.49
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