
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２４年　１月　３１日

【提出日】 平成２４年　２月　６日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 ６名

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】 －
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第１【発行者に関する事項】
 

発行者の名称 東邦瓦斯株式会社

証券コード ９５３３

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京，大阪，名古屋
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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】

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。
退職給付信託の信託財産として取得、保有しているもの。
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。
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(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）      11,332,000

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 11,332,000

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 １１，３３２，０００

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24年1月31日現在）

V ５４５，９６６，４２９

上記提出者の
株券等保有割合（％）
（T/(U+V)×100）

２．０８

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

 

 

(4)【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                                 50,000
    ゴールドマン・サックス証券株式会社                        1,376,000
    シティグループ証券株式会社                                  51,000
    ドイツ証券株式会社                                         172,000
退職給付信託契約（株・口）
    株式会社りそな銀行                                       2,371,000
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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。
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(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）      8,193,000

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 8,193,000

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 ７５，０００

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 ８，１１８，０００

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24年1月31日現在）

V ５４５，９６６，４２９

上記提出者の
株券等保有割合（％）
（T/(U+V)×100）

１．４９

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

 

 

(4)【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）
    Barclays Capital Securities Limited                        170,000
    Credit Suisse Securities (Europe) Limited                  524,000
    Nomura International plc                                   214,000
    ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社                            12,000
    モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社                   216,000
    三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社                  82,000
    大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社                     152,000
株券等消費貸借契約（借）（株・口）
    Goldman Sachs International                                 75,000
※ 信用取引制度を利用せず、空売りにより譲渡したことにより控除する株券等の数を記載しています。
（（3）－①－Rの欄）
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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  ホールセール企画部  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】

退職給付信託契約として保有するもの。
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(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）      4,070,000

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 4,070,000

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 ４，０７０，０００

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24年1月31日現在）

V ５４５，９６６，４２９

上記提出者の
株券等保有割合（％）
（T/(U+V)×100）

０．７５

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

 

 

(4)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

退職給付信託契約（株・口）
    株式会社しんきん信託銀行                                 4,070,000
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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。
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(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）      1,169,000

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 1,169,000

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 ４９５，０００

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 ６７４，０００

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24年1月31日現在）

V ５４５，９６６，４２９

上記提出者の
株券等保有割合（％）
（T/(U+V)×100）

０．１２

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

 

 

(4)【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（借）（株・口）
    モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社                   495,000
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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

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 ビリー・ウェード・ワイルダー

代表者役職 取締役社長

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。
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(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）      1,156,000

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 1,156,000

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 ９，０００

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 １，１４７，０００

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24年1月31日現在）

V ５４５，９６６，４２９

上記提出者の
株券等保有割合（％）
（T/(U+V)×100）

０．２１

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

 

 

(4)【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）
    ゴールドマン・サックス証券株式会社                          474,000
株券等消費貸借契約（借）（株・口）
    Credit Suisse Securities (Europe) Limited                    9,000
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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 ＣＭＴＢエクイティインベストメンツ株式会社

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 平成１５年　９月　１８日

代表者氏名 河田　拓巳

代表者役職 代表取締役

事業内容
イ. 有価証券の投資、保有、運用および管理。
ロ. 有価証券への投資および金融商品に関する調査研究。
ハ. 前各号に付帯または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
〒105-8574 東京都港区芝三丁目33番1号
CMTBエクイティインベストメンツ株式会社  管理部  安藤　拓也

電話番号 ０３－５２３２－０７９４

 

(2)【保有目的】

親会社の保有する株式について現物出資を受け、保有管理を行っているもの。
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(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）  2,034,000    

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 2,034,000P  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 ２，０３４，０００

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24年1月31日現在）

V ５４５，９６６，４２９

上記提出者の
株券等保有割合（％）
（T/(U+V)×100）

０．３７

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

 

 

(4)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

 特になし
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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

（６）ＣＭＴＢエクイティインベストメンツ株式会社

 

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）  2,034,000   25,920,000

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 2,034,000P  Q 25,920,000

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 ５７９，０００

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 ２７，３７５，０００

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24年1月31日現在）

V ５４５，９６６，４２９

上記提出者の
株券等保有割合（％）
（T/(U+V)×100）

５．０１
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直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

 

EDINET提出書類

中央三井アセット信託銀行株式会社(E06123)

大量保有報告書（特例対象株券等）

16/17



 (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 11,332,000 ２．０８

中央三井アセット信託銀行株式会社 8,118,000 １．４９

中央三井信託銀行株式会社 4,070,000 ０．７５

中央三井アセットマネジメント株式会
社

674,000 ０．１２

日興アセットマネジメント株式会社 1,147,000 ０．２１

ＣＭＴＢエクイティインベストメンツ
株式会社

2,034,000 ０．３７

合  計 27,375,000 ５．０１
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