
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．４

【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】
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

取締役社長  田辺  和夫

【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 グラントウキョウ サウスタワー

【報告義務発生日】 平成２３年　１０月　５日

【提出日】 平成２３年　１０月　１２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】 提出者１の保有目的が変更したこと
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第１【発行者に関する事項】
 

発行者の名称 三井化学株式会社

証券コード ４１８３

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 住友信託銀行株式会社

住所又は本店所在地 〒540-8639 大阪市中央区北浜四丁目5番33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 大正１４年　７月　２８日

代表者氏名 常陰 均

代表者役職 取締役社長

事業内容
イ. 信託業務・預金業務・貸付業務・外国為替業務・証券業務（公共

債の売買等）他

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
〒100-6611 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウ サウスタ
ワー 住友信託銀行株式会社 受託資産企画部 企画課 高田 克己

電話番号 ０３－６２５６－３５２９

 

(2)【保有目的】

純投資の目的をもって、取得、保有しているもの。
信託業務において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。

 

(3)【重要提案行為等】

特になし
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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）  68,000   38,848,000

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 68,000P  Q 38,848,000

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 ３８，９１６，０００

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10月5日現在）

V １，０２２，０２０，０７６

上記提出者の
株券等保有割合（％）
（T/(U+V)×100）

３．８１

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

３．４９
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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

23年8月8日 株券 1,0000.00% 市場内取引 取得 　

23年8月9日 株券 7,0000.00% 市場外取引 取得 264円

23年8月11日 株券 1,0000.00% 市場外取引 取得 265円

23年8月12日 株券 38,0000.00% 市場外取引 取得 259円

23年8月18日 株券 1,249,0000.12% 市場内取引 取得 　

23年8月19日 株券 43,0000.00% 市場内取引 取得 　

23年8月22日 株券 48,0000.00% 市場外取引 取得 240円

23年8月23日 株券 43,0000.00% 市場内取引 取得 　

23年8月24日 株券 48,0000.00% 市場内取引 取得 　

23年8月25日 株券 56,0000.01% 市場内取引 取得 　

23年8月26日 株券 60,0000.01% 市場内取引 取得 　

23年8月29日 株券 4,0000.00% 市場外取引 取得 254円

23年8月29日 株券 243,0000.02% 市場内取引 取得 　

23年8月30日 株券 270,0000.03% 市場内取引 取得 　

23年8月31日 株券 182,0000.02% 市場内取引 取得 　

23年9月1日 株券 265,0000.03% 市場内取引 取得 　

23年9月2日 株券 256,0000.03% 市場内取引 取得 　

23年9月5日 株券 219,0000.02% 市場内取引 取得 　

23年9月5日 株券 590,0000.06% 市場内取引 処分 　

23年9月6日 株券 48,0000.00% 市場外取引 取得 259円

23年9月6日 株券 417,0000.04% 市場内取引 取得 　

23年9月7日 株券 28,0000.00% 市場外取引 取得 257円

23年9月7日 株券 415,0000.04% 市場内取引 取得 　

23年9月8日 株券 240,0000.02% 市場内取引 取得 　

23年9月9日 株券 63,0000.01% 市場内取引 取得 　

23年9月12日 株券 48,0000.00% 市場外取引 取得 246円

23年9月13日 株券 461,0000.05% 市場外取引 取得 250円

23年9月13日 株券 267,0000.03% 市場内取引 取得 　

23年9月14日 株券 39,0000.00% 市場外取引 取得 249円

23年9月14日 株券 233,0000.02% 市場内取引 取得 　

23年9月14日 株券 295,0000.03% 市場内取引 処分 　

23年9月15日 株券 65,0000.01% 市場内取引 取得 　

23年9月20日 株券 2,0000.00% 市場外取引 取得 262円

23年9月20日 株券 105,0000.01% 市場内取引 取得 　

23年9月21日 株券 847,0000.08% 市場内取引 取得 　

23年9月26日 株券 26,0000.00% 市場外取引 取得 247円

23年9月26日 株券 356,0000.03% 市場内取引 取得 　

23年9月27日 株券 66,0000.01% 市場内取引 取得 　

23年9月28日 株券 275,0000.03% 市場内取引 取得 　

23年9月29日 株券 1,171,0000.11% 市場内取引 取得 　

23年9月30日 株券 233,0000.02% 市場外取引 取得 261円

23年9月30日 株券 612,0000.06% 市場内取引 取得 　

23年9月30日 株券 140,0000.01% 市場内取引 処分 　

23年10月3日 株券 258,0000.03% 市場内取引 取得 　

23年10月4日 株券 29,0000.00% 市場外取引 取得 235円

23年10月4日 株券 165,0000.02% 市場内取引 取得 　

23年10月5日 株券 19,0000.00% 市場外取引 取得 226円
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23年10月5日 株券 336,0000.03% 市場内取引 取得 　
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(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券等消費貸借契約（貸）（株・口）
    Merrill Lynch International                                 15,000
    クレディ・スイス証券株式会社                                53,000
    シティグループ証券株式会社                               2,240,000
    ドイツ証券株式会社                                         326,000

 

(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） 16,208

借入金額計（X）（千円）  

その他金額計（Y）（千円） 13,144,475

上記（Y）の内訳 顧客の資金

取得資金合計（千円）
（W+X+Y）

13,160,683

 

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 中央三井アセット信託銀行株式会社

住所又は本店所在地 〒105-8574 東京都港区芝三丁目23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 平成７年　１２月　２８日

代表者氏名 住田　謙

代表者役職 取締役社長

事業内容

イ. 信託業務、並びに担保付社債信託法、社債登録法その他の法律によ
り銀行又は信託会社が営むことができる業務。

ロ. 預金又は定期積金の受入れ、資金の貸付又は手形の割引および為替
取引、並びにこれらの業務に付随する業務。

ハ. その他前各号の業務に付帯又は関連する業務。

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
〒105-8574 東京都港区芝三丁目23番1号
中央三井アセット信託銀行株式会社 総合企画部  業務グループ
主席調査役  中島　寿一

電話番号 ０３－５２３２－８２１０

 

(2)【保有目的】

信託財産の組み入れ銘柄として保有するもの。
投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。

 

(3)【重要提案行為等】

特になし
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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）      59,571,000

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 59,571,000

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 ５９，５７１，０００

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10月5日現在）

V １，０２２，０２０，０７６

上記提出者の
株券等保有割合（％）
（T/(U+V)×100）

５．８３

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

５．４７
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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

23年8月8日 株券 167,0000.02% 市場内取引 取得  

23年8月8日 株券 482,0000.05% 市場外取引 取得 270円

23年8月10日 株券 20,0000.00% 市場内取引 取得  

23年8月11日 株券 3,0000.00% 市場外取引 取得 265円

23年8月15日 株券 20,0000.00% 市場内取引 取得  

23年8月16日 株券 35,0000.00% 市場内取引 取得  

23年8月16日 株券 43,0000.00% 市場外取引 取得 266円

23年8月18日 株券 79,0000.01% 市場内取引 取得  

23年8月19日 株券 43,0000.00% 市場内取引 取得  

23年8月19日 株券 50,0000.00% 市場内取引 処分  

23年8月22日 株券 21,0000.00% 市場外取引 取得 244円

23年8月22日 株券 100,0000.01% 市場内取引 取得  

23年8月23日 株券 40,0000.00% 市場内取引 取得  

23年8月24日 株券 90,0000.01% 市場内取引 取得  

23年8月25日 株券 42,0000.00% 市場内取引 取得  

23年8月25日 株券 21,0000.00% 市場外取引 取得 250円

23年8月26日 株券 67,0000.01% 市場内取引 取得  

23年8月29日 株券 164,0000.02% 市場内取引 取得  

23年8月29日 株券 35,0000.00% 市場外取引 取得 261円

23年8月30日 株券 26,0000.00% 市場内取引 取得  

23年8月30日 株券 19,0000.00% 市場外取引 取得 265円

23年8月31日 株券 5,0000.00% 市場外取引 取得 263円

23年8月31日 株券 49,0000.00% 市場内取引 取得  

23年8月31日 株券 6,0000.00% 市場外取引 処分 261円

23年9月1日 株券 35,0000.00% 市場内取引 取得  

23年9月1日 株券 15,0000.00% 市場外取引 取得 268円

23年9月7日 株券 69,0000.01% 市場内取引 取得  

23年9月12日 株券 19,0000.00% 市場外取引 取得 246円

23年9月14日 株券 50,0000.00% 市場外取引 取得 245円

23年9月14日 株券 141,0000.01% 市場内取引 取得  

23年9月16日 株券 19,0000.00% 市場外取引 取得 256円

23年9月20日 株券 115,0000.01% 市場外取引 取得 現物移管
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23年9月21日 株券 2,0000.00% 市場外取引 取得 265円

23年9月22日 株券 159,0000.02% 市場内取引 取得  

23年9月27日 株券 3,0000.00% 市場外取引 取得 256円

23年9月28日 株券 67,0000.01% 市場内取引 取得  

23年9月30日 株券 1,0000.00% 市場外取引 取得 261円

23年9月30日 株券 2,0000.00% 市場外取引 処分 263円

23年10月4日 株券 43,0000.00% 市場外取引 取得 237円
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(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券等消費貸借契約（貸）（株・口）
    Nomura International plc                                   263,000

 

(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）  

借入金額計（X）（千円）  

その他金額計（Y）（千円） 29,665,600

上記（Y）の内訳 信託契約に基づく受託資産、投資一任契約に基づく受託資産

取得資金合計（千円）
（W+X+Y）

29,665,600

 

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   
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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 中央三井信託銀行株式会社

住所又は本店所在地 〒105-8574 東京都港区芝三丁目33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３７年　５月　２６日

代表者氏名 奥野　順

代表者役職 取締役社長

事業内容

イ. 信託業務
ロ. 預金または定期積金の受入れ、資金の貸付または手形の割引なら

びに為替取引。
ハ. 債務の保証または手形の引受けその他の銀行業務に付随する業

務。
ニ. 国債、地方債、政府保証債その他の有価証券の引受け、募集または

売出しの取扱い、売買その他の有価証券の引受け、募集または売
出しの取扱い、売買その他の業務。

ホ. 担保附社債信託法、社債等登録法その他の法律により銀行または
信託会社が営むことができる業務。

ヘ. その他前各号の業務に付帯または関連する事項。

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
〒105-8574 東京都港区芝三丁目33番1号
中央三井信託銀行株式会社  法人業務推進部  政策投資グループ
主席調査役  赤井 俊一

電話番号 ０３－５２３２－０１２９

 

(2)【保有目的】

発行会社との取引銀行であり、安定株主としての保有要請に応えるもの。

 

(3)【重要提案行為等】

特になし
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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）  16,317,800    

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 16,317,800P  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 １６，３１７，８００

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10月5日現在）

V １，０２２，０２０，０７６

上記提出者の
株券等保有割合（％）
（T/(U+V)×100）

１．６０

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

１．６０
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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】

 特になし

 

(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） 3,818,365

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）

3,818,365

 

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 中央三井アセットマネジメント株式会社

住所又は本店所在地 〒105-8574 東京都港区芝三丁目23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６１年　９月　１９日

代表者氏名 山本　聡

代表者役職 取締役社長

事業内容
イ. 金融商品取引法に基づく投資運用業務
ロ. 金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業務
ハ. 前号に付随または関連する業務

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
〒105-8574　東京都港区芝三丁目23番1号
中央三井アセットマネジメント株式会社
業務管理室　藤本賢一

電話番号 ０３－５４４０－０１９１

 

(2)【保有目的】

投資信託財産の運用を目的として保有するもの。

 

(3)【重要提案行為等】

特になし
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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）      2,548,000

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 2,548,000

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 ２，５４８，０００

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10月5日現在）

V １，０２２，０２０，０７６

上記提出者の
株券等保有割合（％）
（T/(U+V)×100）

０．２５

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

０．２５
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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

23年8月18日 株券 150,0000.01% 市場内取引 処分  

23年8月24日 株券 32,0000.00% 市場外取引 取得 240円

23年8月26日 株券 24,0000.00% 市場外取引 取得 252円

23年8月30日 株券 29,0000.00% 市場外取引 取得 265円

23年9月6日 株券 62,0000.01% 市場外取引 処分 256円

23年9月16日 株券 4,0000.00% 市場外取引 取得 256円

23年9月22日 株券 16,0000.00% 市場外取引 取得 262円

23年9月26日 株券 16,0000.00% 市場外取引 取得 251円
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(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

代用有価証券（株・口）
    ゴールドマン・サックス証券株式会社                           50,000
    モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社                   625,000
    大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社                     265,000

 

(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）  

借入金額計（X）（千円）  

その他金額計（Y）（千円） 724,179

上記（Y）の内訳 信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ

取得資金合計（千円）
（W+X+Y）

724,179

 

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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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 日興アセットマネジメント株式会社

住所又は本店所在地 〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号 ミッドタウン・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 昭和３４年　１２月　１日

代表者氏名 ティモシー・エフ・マッカーシー

代表者役職 取締役会長兼CEO

事業内容 イ. 投資運用業

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー 日興アセッ
トマネジメント株式会社 コンプライアンス部 梅原 久美子

電話番号 ０３－６４４７－６５３５

 

(2)【保有目的】

証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。

 

(3)【重要提案行為等】

特になし
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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）      5,738,000

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 5,738,000

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 ５，７３８，０００

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10月5日現在）

V １，０２２，０２０，０７６

上記提出者の
株券等保有割合（％）
（T/(U+V)×100）

０．５６

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

０．４６
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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

23年8月8日 株券 32,0000.00% 市場外取引 取得 272円

23年8月8日 株券 32,0000.00% 市場外取引 取得 現物移管

23年8月9日 株券 153,0000.01% 市場外取引 取得 254円

23年8月9日 株券 17,0000.00% 市場外取引 取得 現物移管

23年8月10日 株券 53,0000.01% 市場外取引 取得 266円

23年8月10日 株券 47,0000.00% 市場外取引 取得 現物移管

23年8月11日 株券 8,0000.00% 市場外取引 取得 269円

23年8月11日 株券 26,0000.00% 市場外取引 取得 現物移管

23年8月11日 株券 12,0000.00% 市場外取引 処分 263円

23年8月12日 株券 4,0000.00% 市場外取引 取得 265円

23年8月12日 株券 14,0000.00% 市場外取引 取得 現物移管

23年8月12日 株券 3,0000.00% 市場外取引 処分 266円

23年8月15日 株券 23,0000.00% 市場外取引 取得 263円

23年8月15日 株券 22,0000.00% 市場外取引 取得 現物移管

23年8月16日 株券 11,0000.00% 市場外取引 取得 267円

23年8月16日 株券 2,0000.00% 市場外取引 処分 現物移管

23年8月17日 株券 2,0000.00% 市場外取引 取得 265円

23年8月18日 株券 6,0000.00% 市場外取引 取得 268円

23年8月19日 株券 2,0000.00% 市場外取引 取得 259円

23年8月22日 株券 34,0000.00% 市場外取引 処分 247円

23年8月23日 株券 4,0000.00% 市場外取引 取得 240円

23年8月23日 株券 27,0000.00% 市場外取引 取得 現物移管

23年8月24日 株券 29,0000.00% 市場外取引 取得 242円

23年8月24日 株券 27,0000.00% 市場外取引 取得 現物移管

23年8月25日 株券 2,0000.00% 市場外取引 取得 239円

23年8月25日 株券 7,0000.00% 市場外取引 取得 現物移管

23年8月26日 株券 17,0000.00% 市場外取引 取得 現物移管

23年8月26日 株券 2,0000.00% 市場外取引 処分 254円

23年8月29日 株券 20,0000.00% 市場外取引 取得 264円

23年8月30日 株券 4,0000.00% 市場外取引 取得 258円

23年8月30日 株券 3,0000.00% 市場外取引 処分 265円

23年8月31日 株券 37,0000.00% 市場外取引 処分 262円
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23年9月2日 株券 2,0000.00% 市場外取引 取得 269円

23年9月2日 株券 9,0000.00% 市場外取引 処分 268円

23年9月5日 株券 18,0000.00% 市場外取引 処分 262円

23年9月6日 株券 2,0000.00% 市場外取引 取得 260円

23年9月6日 株券 31,0000.00% 市場外取引 取得 現物移管

23年9月6日 株券 14,0000.00% 市場外取引 処分 現物移管

23年9月6日 株券 10,0000.00% 市場内取引 取得 　

23年9月7日 株券 4,0000.00% 市場外取引 取得 254円

23年9月7日 株券 64,0000.01% 市場外取引 取得 現物移管

23年9月7日 株券 4,0000.00% 市場外取引 処分 258円

23年9月7日 株券 150,0000.01% 市場内取引 取得 　

23年9月8日 株券 14,0000.00% 市場外取引 取得 現物移管

23年9月8日 株券 40,0000.00% 市場内取引 取得 　

23年9月12日 株券 2,0000.00% 市場外取引 取得 255円

23年9月12日 株券 7,0000.00% 市場外取引 処分 247円

23年9月13日 株券 4,0000.00% 市場外取引 取得 246円

23年9月14日 株券 3,0000.00% 市場外取引 取得 252円

23年9月15日 株券 4,0000.00% 市場外取引 取得 244円

23年9月15日 株券 60,0000.01% 市場内取引 取得 　

23年9月16日 株券 26,0000.00% 市場外取引 取得 256円

23年9月20日 株券 5,0000.00% 市場外取引 取得 260円

23年9月20日 株券 80,0000.01% 市場内取引 取得 　

23年9月21日 株券 1,0000.00% 市場外取引 取得 255円

23年9月21日 株券 70,0000.01% 市場内取引 取得 　

23年9月22日 株券 2,0000.00% 市場外取引 取得 265円

23年9月22日 株券 42,0000.00% 市場外取引 取得 現物移管

23年9月22日 株券 25,0000.00% 市場外取引 処分 261円

23年9月26日 株券 3,0000.00% 市場外取引 取得 259円

23年9月26日 株券 50,0000.00% 市場外取引 取得 現物移管

23年9月26日 株券 5,0000.00% 市場外取引 処分 250円

23年9月26日 株券 20,0000.00% 市場外取引 処分 現物移管

23年9月27日 株券 2,0000.00% 市場外取引 取得 246円

23年9月27日 株券 14,0000.00% 市場外取引 取得 現物移管

23年9月28日 株券 4,0000.00% 市場外取引 取得 253円

EDINET提出書類

中央三井アセット信託銀行株式会社(E06123)

変更報告書（大量保有）

24/29



23年9月29日 株券 1,0000.00% 市場外取引 取得 258円

23年9月29日 株券 8,0000.00% 市場外取引 処分 253円

23年9月30日 株券 1,0000.00% 市場外取引 処分 261円

23年10月3日 株券 4,0000.00% 市場外取引 取得 261円

23年10月3日 株券 40,0000.00% 市場内取引 処分 　

23年10月4日 株券 15,0000.00% 市場外取引 取得 240円

23年10月4日 株券 60,0000.01% 市場内取引 処分 　

23年10月5日 株券 4,0000.00% 市場外取引 取得 229円

23年10月5日 株券 10,0000.00% 市場外取引 処分 227円
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(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

 特になし

 

(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）  

借入金額計（X）（千円）  

その他金額計（Y）（千円） 1,584,235

上記（Y）の内訳 信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ

取得資金合計（千円）
（W+X+Y）

1,584,235

 

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】
  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）住友信託銀行株式会社

（２）中央三井アセット信託銀行株式会社

（３）中央三井信託銀行株式会社

（４）中央三井アセットマネジメント株式会社

（５）日興アセットマネジメント株式会社

 

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）  16,385,800   106,705,000

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 16,385,800P  Q 106,705,000

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 １２３，０９０，８００

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10月5日現在）

V １，０２２，０２０，０７６

上記提出者の
株券等保有割合（％）
（T/(U+V)×100）

１２．０４
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直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

１１．２７
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(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（％）

住友信託銀行株式会社 38,916,000 ３．８１

中央三井アセット信託銀行株式会社 59,571,000 ５．８３

中央三井信託銀行株式会社 16,317,800 １．６０

中央三井アセットマネジメント株式会
社

2,548,000 ０．２５

日興アセットマネジメント株式会社 5,738,000 ０．５６

合  計 123,090,800 １２．０４
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