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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 トレンドマイクロ株式会社

証券コード 4704

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京

 
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（外国会社）

氏名又は名称 テンプルトン･インベストメント･カウンセル･エルエルシー

（Templeton Investment Counsel, LLC）

住所又は本店所在地 アメリカ合衆国　33301、フロリダ州、フォート･ローダデイル、セカンド

ストリート、サウスイースト300

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 １９７９年１０月２４日

代表者氏名 ローリー･エー･ウェーバー

代表者役職 副社長・アシスタントセクレタリー

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 東京都港区六本木一丁目９番10号　アークヒルズ仙石山森タワー

ベーカー＆マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)

弁護士　西　田　　武

電話番号 03-6271-9900

 

(2)【保有目的】

投資顧問業者として顧客の資産運用を行うため日本株に投資するものであり、純投資を目的としている。

 
(3)【重要提案行為等】
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　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）        10,353,840

新株予約権証券（株） A    －  H 0

新株予約権付社債券（株） B    －  I 0

対象有価証券

カバードワラント

C      J 0

株券預託証券        0

株券関連預託証券 D      K 0

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 0

他社株等転換株券 G      N 0

合　計（株・口） O   P   Q 10,353,840

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
10,353,840

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25年6月3日現在)
V 140,293,004

上記提出者の

株券等保有割合（％）

(T/(U+V)×100)

 

7.38％

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
 6.38％

 
(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

2013年4月22日普通株式 108,300株0.08％ 市場内 取得  
2013年4月23日普通株式 115,100株0.08％ 市場内 取得  
2013年4月24日普通株式 215,900株0.15％ 市場内 取得  
2013年4月25日普通株式 330,000株0.24％ 市場内 取得  
2013年4月26日普通株式 240,000株0.17％ 市場内 取得  
2013年4月30日普通株式 262,100株0.19％ 市場内 取得  
2013年5月1日 普通株式 1,100株0.00％ 市場内 取得  
2013年5月2日 普通株式 362,500株0.26％ 市場内 取得  
2013年5月7日 普通株式 78,900株0.06％ 市場内 取得  
2013年5月24日普通株式 8,300株0.01％ 市場内 取得  
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2013年5月27日普通株式 4,400株0.00％ 市場内 処分  
2013年5月31日普通株式 155,800株0.11％ 市場内 取得  
2013年6月3日 普通株式 304,300株0.22％ 市場内 取得  

 (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当なし。

 
(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) 25,976,985
上記(Y)の内訳 顧客の資金

取得資金合計(千円) (W+X+Y)25,976,985

 
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（外国会社）

氏名又は名称
フランクリン･テンプルトン･インベストメンツ･コープ

（Franklin Templeton Investments Corp.）

住所又は本店所在地
カナダ　M2N OA7、オンタリオ州、トロント、スイート1200、ヤング・スト

リート5000

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 １９８２年１０月１日

代表者氏名 マイケルD・アグロサ

EDINET提出書類

テンプルトン・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド(E06462)

変更報告書（大量保有）

 4/13



代表者役職 チーフ・コンプライアンス・オフィサー

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 東京都港区六本木一丁目９番10号　アークヒルズ仙石山森タワー

ベーカー＆マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)

弁護士　西　田　　武

電話番号 03-6271-9900

 

(2)【保有目的】

投資顧問業者として顧客の資産運用を行うため日本株に投資するものであり、純投資を目的としている。

 
(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）        2,633,430

新株予約権証券（株） A    －  H 0

新株予約権付社債券（株） B    －  I 0

対象有価証券

カバードワラント

C      J 0

株券預託証券        0

株券関連預託証券 D      K 0

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 0

他社株等転換株券 G      N 0

合　計（株・口） O   P   Q 2,633,430

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
2,633,430

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25年6月3日現在)
V 140,293,004
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上記提出者の

株券等保有割合（％）

(T/(U+V)×100)

 

1.88％

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
 1.86％

 
(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

2013年5月2日 普通株式 1,200株0.00％ 市場内 処分  
2013年5月7日 普通株式 50,900株0.04％ 市場内 取得  
2013年5月8日 普通株式 16,100株0.01％ 市場内 取得  
2013年5月20日普通株式 7,200株0.01％ 市場内 処分  

2013年5月21日普通株式
38,300株0.03％

市場外 処分
投資一任
契約の終
了

 

(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当なし。

 
(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) 9,510,088
上記(Y)の内訳 顧客の資金

取得資金合計(千円) (W+X+Y)9,510,088

 
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（外国会社）

氏名又は名称 テンプルトン･グローバル･アドバイザーズ･リミテッド

（Templeton Global Advisors Limited）

住所又は本店所在地 バハマ連邦、ナッソー、ライフォード･ケイ、BOX N-7759

旧氏名又は名称 -

旧住所又は本店所在地 -

 
②【個人の場合】
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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 １９９２年７月１７日

代表者氏名 ミシェル B. ダヴィラ

代表者役職 秘書役

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 東京都港区六本木一丁目９番10号　アークヒルズ仙石山森タワー

ベーカー＆マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)

弁護士　西　田　　武

電話番号 03-6271-9900

 

(2)【保有目的】

投資顧問業者として顧客の資産運用を行うため日本株に投資するものであり、純投資を目的としている。

 
(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）        2,553,210

新株予約権証券（株） A    －  H 0

新株予約権付社債券（株） B    －  I 0

対象有価証券

カバードワラント

C      J 0

株券預託証券        0

株券関連預託証券 D      K 0

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 0

他社株等転換株券 G      N 0

合　計（株・口） O   P   Q 2,553,210

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
2,553,210

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25年6月3日現在)
V 140,293,004

上記提出者の

株券等保有割合（％）

(T/(U+V)×100)

 

1.82％

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
 1.82％

 
(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

2013年5月20日普通株式 1,300株0.00％ 市場内 取得  
 

(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当なし。

 
(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) 5,905,141
上記(Y)の内訳 顧客の資金

取得資金合計(千円) (W+X+Y)5,905,141

 
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（外国会社）

氏名又は名称
フランクリン・テンプルトン・ポートフォリオ・アドバイザーズ・インク

（Franklin Templeton Portfolio Advisors, Inc.）
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住所又は本店所在地
アメリカ合衆国　94403-1906、カリフォルニア州、サン･マテオ、ワン・フ

ランクリン・パークウェイ

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 １９７８年２月２３日

代表者氏名 アリソン・イー・バウアー

代表者役職 秘書役補佐

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 東京都港区六本木一丁目９番10号　アークヒルズ仙石山森タワー

ベーカー＆マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)

弁護士　西　田　　武

電話番号 03-6271-9900

 

(2)【保有目的】

投資顧問業者として顧客の資産運用を行うため日本株に投資するものであり、純投資を目的としている。

 
(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）        0

新株予約権証券（株） A    －  H 0

新株予約権付社債券（株） B    －  I 0

対象有価証券

カバードワラント

C      J 0

株券預託証券        272,256

株券関連預託証券 D      K 0

株券信託受益証券         

株券関連信託受益証券 E      L  
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対象有価証券償還社債 F      M 0

他社株等転換株券 G      N 0

合　計（株・口） O   P   Q 272,256

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
272,256

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25年6月3日現在)
V 140,293,004

上記提出者の

株券等保有割合（％）

(T/(U+V)×100)

 

0.19％

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
 0.20％

 
(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

2013年4月8日 株券預託証券 47株0.00％

市場外

取得

2,821.25円 
（2013年6月3
日 現 在 の
99.515 円で
換算。以下同
様。）

2013年4月8日 株券預託証券 435株0.00％ 市場外 処分 2,821.25円
2013年4月9日 株券預託証券 2株 0.00％ 市場外 取得 2,762.54円
2013年4月9日 株券預託証券 59株0.00％ 市場外 処分 2,762.54円
2013年4月10日株券預託証券 68株0.00％ 市場外 取得 2,744.62円
2013年4月10日株券預託証券 62株0.00％ 市場外 処分 2,744.62円
2013年4月11日株券預託証券 76株0.00％ 市場外 取得 2,694.87円
2013年4月11日株券預託証券 9株 0.00％ 市場外 処分 2,694.87円
2013年4月12日株券預託証券 72株0.00％ 市場外 取得 2,663.02円
2013年4月12日株券預託証券 109株0.00％ 市場外 処分 2,663.02円
2013年4月15日株券預託証券 19株0.00％ 市場外 取得 2,663.02円
2013年4月15日株券預託証券 15株0.00％ 市場外 処分 2,663.02円
2013年4月16日株券預託証券 4株 0.00％ 市場外 取得 2,752.58円
2013年4月17日株券預託証券 40株0.00％ 市場外 取得 2,704.82円
2013年4月17日株券預託証券 284株0.00％ 市場外 処分 2,704.82円
2013年4月18日株券預託証券 38株0.00％ 市場外 取得 2,709.79円
2013年4月18日株券預託証券 134株0.00％ 市場外 処分 2,709.79円
2013年4月19日株券預託証券 50株0.00％ 市場外 処分 2,713.77円
2013年4月22日株券預託証券 4株 0.00％ 市場外 処分 2,713.77円
2013年4月23日株券預託証券 144株0.00％ 市場外 取得 2,782.44円
2013年4月23日株券預託証券 52株0.00％ 市場外 処分 2,782.44円
2013年4月24日株券預託証券 77株0.00％ 市場外 処分 2,885.94円
2013年4月25日株券預託証券 51株0.00％ 市場外 取得 2,817.27円
2013年4月25日株券預託証券 88株0.00％ 市場外 処分 2,817.27円
2013年4月26日株券預託証券 56株0.00％ 市場外 取得 2,794.15円
2013年4月29日株券預託証券 56株0.00％ 市場外 取得 2,809.98円
2013年4月30日株券預託証券 33株0.00％ 市場外 処分 2,783.43円
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2013年5月1日 株券預託証券 16株0.00％ 市場外 取得 2,794.88円
2013年5月2日 株券預託証券 18株0.00％ 市場外 処分 2,802.40円
2013年5月3日 株券預託証券 30株0.00％ 市場外 処分 2,943.65円
2013年5月6日 株券預託証券 138株0.00％ 市場外 処分 2,924.13円
2013年5月7日 株券預託証券 10株0.00％ 市場外 処分 2,854.99円
2013年5月8日 株券預託証券 69株0.00％ 市場外 取得 2,871.01円
2013年5月9日 株券預託証券 6株 0.00％ 市場外 処分 2,880.96円
2013年5月10日株券預託証券 69株0.00％ 市場外 取得 3,280.74円
2013年5月13日株券預託証券 24株0.00％ 市場外 取得 3,251.03円
2013年5月14日株券預託証券 80株0.00％ 市場外 取得 3,298.67円
2013年5月15日株券預託証券 1,672株0.00％ 市場外 処分 3,269.28円
2013年5月16日株券預託証券 104株0.00％ 市場外 取得 3,185.02円
2013年5月17日株券預託証券 394株0.00％ 市場外 処分 3,268.07円
2013年5月20日株券預託証券 12株0.00％ 市場外 処分 3,199.32円
2013年5月22日株券預託証券 35株0.00％ 市場外 処分 3,187.18円
2013年5月23日株券預託証券 178株0.00％ 市場外 取得 3,029.97円
2013年5月24日株券預託証券 346株0.00％ 市場外 処分 3,076.80円
2013年5月28日株券預託証券 178株0.00％ 市場外 取得 3,120.21円
2013年5月29日株券預託証券 66株0.00％ 市場外 処分 2,978.44円

(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当なし。

 
(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) 671,725（2013年6月3日現在の1ドル99.515円で換算）
上記(Y)の内訳 顧客の資金

取得資金合計(千円) (W+X+Y)671,725

 
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) テンプルトン･インベストメント･カウンセル･エルエルシー

（Templeton Investment Counsel, LLC）

(2) フランクリン･テンプルトン･インベストメンツ･コープ

（Franklin Templeton Investments Corp.）
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(3) テンプルトン･グローバル･アドバイザーズ･リミテッド

（Templeton Global Advisors Limited）

(4) フランクリン・テンプルトン・インベストメント・マネジメント・リミテッド

（Franklin Templeton Investment Management Limited）

(5) テンプルトン･アセット･マネジメント･リミテッド

（Templeton Asset Management Ltd.）

(6) フランクリン･テンプルトン･ポートフォリオ・アドバイザーズ・インク

（Franklin Templeton Portfolio Advisors, Inc.）

 
 
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）        16,576,820

新株予約権証券（株） A    －  H 0

新株予約権付社債券（株） B    －  I 0

対象有価証券

カバードワラント

C      J 0

株券預託証券        272,256

株券関連預託証券 D      K 0

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 0

他社株等転換株券 G      N 0

合　計（株・口） O   P   Q 16,849,076

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
16,849,076

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25年6月3日現在)
V 140,293,004

上記提出者の

株券等保有割合（％）

(T/(U+V)×100)

 

12.01％

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
 10.99％

 
(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
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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（％）

テンプルトン･インベストメント･カウンセル･

エルエルシー

（Templeton Investment Counsel, LLC）

10,353,8407.38％

フランクリン･テンプルトン･インベストメンツ･コープ

（Franklin Templeton Investments Corp.）
2,633,4301.88％

テンプルトン･グローバル･アドバイザーズ･リミテッド

（Templeton Global Advisors Limited）
2,553,2101.82％

フランクリン・テンプルトン・インベストメント・マネジメ

ント・リミテッド

（Franklin Templeton Investment Management Limited）

527,600 0.38％

テンプルトン･アセット･マネジメント･リミテッド

（Templeton Asset Management Ltd.）
508,740 0.36％

フランクリン･テンプルトン･ポートフォリオ・

アドバイザーズ・インク

（Franklin Templeton Portfolio Advisors, Inc.）

272,256 0.19％

合　計 16,849,07612.01％
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