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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 株式会社ニコン

証券コード 7731

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（株式会社）

氏名又は名称 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

住所又は本店所在地 〒100-8388　東京都千代田区丸の内二丁目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 大正8年8月15日

代表者氏名 平野　信行

代表者役職 頭取

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 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　融資企画部　菅沼　数彦

電話番号 ０３－３２４０－６９３４

（２）【保有目的】

政策投資・退職給付信託

（３）【重要提案行為等】

該当事項はありません
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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） 7,378,357 1,500,000

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 7,378,357 P 0 Q 1,500,000

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 0

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 0

保有株券等の数（総数）（O+P+Q-R-S） T 8,878,357

保有潜在株式の数
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）

U 0

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
( 平成26年4月7日現在）

V 400,878,921

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

2.21

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

2.21

（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

該当事項はありま
せん。

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
契約の種類：退職給付信託契約
契約の相手：野村信託銀行株式会社
対象株数：1,500,000株
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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） 12,530,782

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） 12,530,782

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）

該当事項はありません。

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当事項はありません。
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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 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

住所又は本店所在地 〒100-0005　東京都千代田区丸の内一丁目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2年3月10日

代表者氏名 若林　辰雄

代表者役職 取締役社長

事業内容 信託業務・銀行業務

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 日本マスタートラスト信託銀行　国内資産管理部株式グループ　吾妻聡

電話番号 ０３－５４０３－５３７６

（２）【保有目的】

政策投資・純投資・退職給付信託

（３）【重要提案行為等】

該当事項はありません
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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） 5,481,000 20,462,000

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 5,481,000 P 0 Q 20,462,000

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 81,700

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 567,800

保有株券等の数（総数）（O+P+Q-R-S） T 25,293,500

保有潜在株式の数
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）

U 0

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
( 平成26年4月7日現在）

V 400,878,921

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

6.31

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

6.58

（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26年2月7日 普通株式 42,400 0.01% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成26年2月7日 普通株式 1,100 0.00% 市場内 処分

平成26年2月7日 普通株式 500 0.00% 市場外 処分 1,776円

平成26年2月10日 普通株式 5,600 0.00% 市場内 取得

平成26年2月10日 普通株式 6,300 0.00% 市場外 処分 1,749円

平成26年2月12日 普通株式 3,600 0.00% 市場内 処分

平成26年2月12日 普通株式 1,200 0.00% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成26年2月13日 普通株式 2,800 0.00% 市場内 処分

平成26年2月13日 普通株式 17,600 0.00% 市場外 処分 1,750円

平成26年2月13日 普通株式 19,100 0.00% 市場外 処分
貸借

（貸）
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平成26年2月14日 普通株式 100 0.00% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成26年2月14日 普通株式 14,200 0.00% 市場内 処分

平成26年2月14日 普通株式 9,400 0.00% 市場外 処分 1,769円

平成26年2月14日 普通株式 4,200 0.00% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成26年2月17日 普通株式 8,800 0.00% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成26年2月17日 普通株式 14,000 0.00% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成26年2月18日 普通株式 10,200 0.00% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成26年2月18日 普通株式 3,800 0.00% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成26年2月19日 普通株式 400 0.00% 市場内 取得

平成26年2月19日 普通株式 5,800 0.00% 市場内 処分

平成26年2月20日 普通株式 18,000 0.00% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成26年2月20日 普通株式 20,100 0.01% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成26年2月21日 普通株式 400 0.00% 市場外 処分 1,840円

平成26年2月21日 普通株式 8,400 0.00% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成26年2月24日 普通株式 182,000 0.05% 市場内 処分

平成26年2月24日 普通株式 2,400 0.00% 市場外 処分 1,850円

平成26年2月24日 普通株式 9,500 0.00% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成26年2月25日 普通株式 31,500 0.01% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成26年2月25日 普通株式 183,000 0.05% 市場内 処分

平成26年2月26日 普通株式 7,600 0.00% 市場外 取得 1,893円

平成26年2月26日 普通株式 6,500 0.00% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成26年2月27日 普通株式 93,100 0.02% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成26年2月27日 普通株式 45,000 0.01% 市場内 処分

平成26年2月27日 普通株式 3,400 0.00% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成26年2月28日 普通株式 6,400 0.00% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成26年2月28日 普通株式 1,800 0.00% 市場内 処分

平成26年3月3日 普通株式 3,500 0.00% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成26年3月3日 普通株式 7,300 0.00% 市場内 処分

平成26年3月3日 普通株式 60,500 0.02% 市場外 処分 1,818円

平成26年3月4日 普通株式 326,000 0.08% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成26年3月4日 普通株式 14,800 0.00% 市場内 処分

平成26年3月5日 普通株式 1,600 0.00% 市場外 処分 1,892円

平成26年3月6日 普通株式 3,800 0.00% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成26年3月7日 普通株式 1,100 0.00% 市場外 取得 1,877円

平成26年3月7日 普通株式 1,600 0.00% 市場内 処分

平成26年3月7日 普通株式 14,300 0.00% 市場外 処分
貸借

（貸）
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平成26年3月10日 普通株式 14,400 0.00% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成26年3月10日 普通株式 700 0.00% 市場内 処分

平成26年3月10日 普通株式 6,200 0.00% 市場外 処分 1,871円

平成26年3月11日 普通株式 4,600 0.00% 市場内 処分

平成26年3月11日 普通株式 600 0.00% 市場外 処分 1,893円

平成26年3月12日 普通株式 1,900 0.00% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成26年3月13日 普通株式 2,000 0.00% 市場外 処分 1,836円

平成26年3月17日 普通株式 1,100 0.00% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成26年3月18日 普通株式 5,000 0.00% 市場内 取得

平成26年3月18日 普通株式 2,900 0.00% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成26年3月18日 普通株式 38,900 0.01% 市場内 処分

平成26年3月18日 普通株式 32,900 0.01% 市場外 処分 1,719円

平成26年3月19日 普通株式 2,500 0.00% 市場内 取得

平成26年3月19日 普通株式 19,000 0.00% 市場内 処分

平成26年3月19日 普通株式 4,000 0.00% 市場外 処分 1,709円

平成26年3月20日 普通株式 100 0.00% 市場内 取得

平成26年3月20日 普通株式 26,100 0.01% 市場外 取得 1,666円

平成26年3月20日 普通株式 36,200 0.01% 市場内 処分

平成26年3月20日 普通株式 400 0.00% 市場外 処分 1,671円

平成26年3月24日 普通株式 6,800 0.00% 市場内 取得

平成26年3月24日 普通株式 1,167,000 0.29% 市場外 取得 現物移管

平成26年3月24日 普通株式 86,800 0.02% 市場内 処分

平成26年3月24日 普通株式 14,500 0.00% 市場外 処分 1,661円

平成26年3月24日 普通株式 617,700 0.15% 市場外 処分 現物移管

平成26年3月24日 普通株式 458,700 0.11% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成26年3月25日 普通株式 200 0.00% 市場内 取得

平成26年3月25日 普通株式 49,900 0.01% 市場内 処分

平成26年3月25日 普通株式 11,600 0.00% 市場外 処分 1,629円

平成26年3月25日 普通株式 61,900 0.02% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成26年3月26日 普通株式 12,800 0.00% 市場外 取得 1,671円

平成26年3月26日 普通株式 2,800 0.00% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成26年3月26日 普通株式 28,800 0.01% 市場内 処分

平成26年3月26日 普通株式 3,000 0.00% 市場外 処分 1,669円

平成26年3月27日 普通株式 1,000 0.00% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成26年3月27日 普通株式 131,000 0.03% 市場内 処分

平成26年3月28日 普通株式 8,600 0.00% 市場外 取得 1,656円

平成26年3月28日 普通株式 3,100 0.00% 市場外 取得
貸借

（貸）
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平成26年3月28日 普通株式 181,900 0.05% 市場内 処分

平成26年3月31日 普通株式 100 0.00% 市場内 取得

平成26年3月31日 普通株式 700 0.00% 市場外 取得 1,660円

平成26年3月31日 普通株式 200 0.00% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成26年3月31日 普通株式 200,300 0.05% 市場内 処分

平成26年3月31日 普通株式 1,700 0.00% 市場外 処分 1,659円

平成26年3月31日 普通株式 2,500 0.00% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成26年4月1日 普通株式 25,200 0.01% 市場外 取得 1,665円

平成26年4月2日 普通株式 10,600 0.00% 市場内 取得

平成26年4月2日 普通株式 17,000 0.00% 市場外 取得 1,694円

平成26年4月2日 普通株式 5,400 0.00% 市場内 処分

平成26年4月2日 普通株式 5,100 0.00% 市場外 処分 1,691円

平成26年4月3日 普通株式 11,100 0.00% 市場内 取得

平成26年4月3日 普通株式 17,500 0.00% 市場外 取得 1,671円

平成26年4月3日 普通株式 59,900 0.01% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成26年4月3日 普通株式 4,600 0.00% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成26年4月4日 普通株式 5,000 0.00% 市場内 取得

平成26年4月4日 普通株式 4,900 0.00% 市場外 取得 1,690円

平成26年4月4日 普通株式 4,600 0.00% 市場外 取得
貸借

（貸）

平成26年4月4日 普通株式 1,300 0.00% 市場外 処分
貸借

（貸）

平成26年4月7日 普通株式 100 0.00% 市場内 取得

平成26年4月7日 普通株式 17,500 0.00% 市場外 取得 1,671円

平成26年4月7日 普通株式 10,500 0.00% 市場外 処分 1,667円

平成26年4月7日 普通株式 63,200 0.02% 市場外 処分
貸借

（貸）

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
株券消費貸借契約（貸株）　三菱UFJモルガン・スタンレー証券　567,800株
株券消費貸借契約（貸株）　ゴールドマンサックス証券　282,900株
株券消費貸借契約（貸株）　メリルリンチ日本証券　119,300株
退職給付信託契約　野村信託銀行　1,827,000株
（上記三菱UFJモルガン・スタンレー証券に貸付している株券は、三菱UFJ信託銀行と
日本マスタートラスト信託銀行が共同受託している株券である事から、上記株券
消費貸借契約書上、日本マスタートラスト信託銀行が契約者となっています。）
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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） 4,532,787

借入金額計（X）（千円） －

その他金額計（Y）（千円） 27,739,213

上記（Y）の内訳 信託財産

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 32,272,000

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）

該当事項はありません。

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当事項はありません。
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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 三菱ＵＦＪ投信株式会社

住所又は本店所在地 〒100-8212　東京都千代田区丸の内一丁目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60年8月1日

代表者氏名 後藤　俊夫

代表者役職 取締役社長

事業内容 投資信託の委託会社としての業務ならびに投資顧問業務

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 三菱ＵＦＪ投信株式会社　リスク管理部　枝村　勝敏

電話番号 ０３－６２５０－４８４０

（２）【保有目的】

純投資

（３）【重要提案行為等】

該当事項はありません
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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） 2,705,200

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 0 P 0 Q 2,705,200

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 0

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 0

保有株券等の数（総数）（O+P+Q-R-S） T 2,705,200

保有潜在株式の数
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）

U 0

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
( 平成26年4月7日現在）

V 400,878,921

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

0.67

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

0.63

（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26年2月7日 普通株式 26,200 0.01% 市場外取引 取得 1,685円

平成26年2月7日 普通株式 2,500 0.00% 市場外取引 処分 1,754円

平成26年2月7日 普通株式 300 0.00% 市場内取引 取得

平成26年2月7日 普通株式 3,400 0.00% 市場内取引 処分

平成26年2月10日 普通株式 13,400 0.00% 市場外取引 取得 1,758円

平成26年2月12日 普通株式 1,700 0.00% 市場外取引 取得 1,756円

平成26年2月12日 普通株式 1,500 0.00% 市場内取引 取得

平成26年2月17日 普通株式 24,600 0.01% 市場外取引 取得 1,762円

平成26年2月19日 普通株式 2,000 0.00% 市場外取引 取得 1,835円

平成26年2月20日 普通株式 1,000 0.00% 市場外取引 取得 1,810円

EDINET提出書類

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ(E03606)

変更報告書

12/25



平成26年2月21日 普通株式 10,200 0.00% 市場外取引 取得 1,806円

平成26年2月24日 普通株式 200 0.00% 市場外取引 処分 1,856円

平成26年2月27日 普通株式 400 0.00% 市場外取引 処分 1,853円

平成26年2月27日 普通株式 16,700 0.00% 市場内取引 処分

平成26年3月3日 普通株式 1,700 0.00% 市場外取引 取得 1,863円

平成26年3月4日 普通株式 10,000 0.00% 市場外取引 取得 1,832円

平成26年3月4日 普通株式 100 0.00% 市場内取引 処分

平成26年3月5日 普通株式 2,700 0.00% 市場外取引 取得 1,860円

平成26年3月5日 普通株式 11,600 0.00% 市場外取引 処分 1,863円

平成26年3月7日 普通株式 4,000 0.00% 市場外取引 処分 1,877円

平成26年3月13日 普通株式 28,100 0.01% 市場外取引 処分 1,834円

平成26年3月17日 普通株式 26,100 0.01% 市場外取引 取得 1,750円

平成26年3月17日 普通株式 3,300 0.00% 市場外取引 処分 1,724円

平成26年3月17日 普通株式 41,800 0.01% 市場内取引 処分

平成26年3月18日 普通株式 100 0.00% 市場外取引 取得 1,715円

平成26年3月18日 普通株式 4,000 0.00% 市場外取引 処分 1,719円

平成26年3月19日 普通株式 200 0.00% 市場外取引 処分 1,705円

平成26年3月20日 普通株式 7,100 0.00% 市場外取引 処分 1,685円

平成26年3月20日 普通株式 1,800 0.00% 市場内取引 処分

平成26年3月24日 普通株式 16,700 0.00% 市場外取引 取得 1,661円

平成26年3月25日 普通株式 20,000 0.00% 市場外取引 処分 1,645円

平成26年3月26日 普通株式 100 0.00% 市場外取引 処分 1,669円

平成26年4月1日 普通株式 2,600 0.00% 市場外取引 取得 1,664円

平成26年4月1日 普通株式 5,100 0.00% 市場外取引 処分 1,664円

平成26年4月1日 普通株式 1,000 0.00% 市場内取引 処分

平成26年4月2日 普通株式 19,700 0.00% 市場外取引 取得 1,666円

平成26年4月3日 普通株式 1,200 0.00% 市場外取引 処分 1,665円

平成26年4月4日 普通株式 2,600 0.00% 市場外取引 取得 1,668円

平成26年4月4日 普通株式 4,000 0.00% 市場外取引 処分 1,685円

平成26年4月7日 普通株式 4,000 0.00% 市場外取引 取得 1,680円

平成26年4月7日 普通株式 1,100 0.00% 市場外取引 処分 1,665円

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
株券消費貸借契約（貸株）　　モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社
217,000株
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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） －

借入金額計（X）（千円） －

その他金額計（Y）（千円） 5,158,884

上記（Y）の内訳 投資信託財産等による取得

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 5,158,884

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）

該当事項はありません。

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当事項はありません。
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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 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

住所又は本店所在地 〒100-0005　東京都千代田区丸の内二丁目５番２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21年12月1日

代表者氏名 豊泉 俊郎

代表者役職 取締役社長

事業内容 金融商品取引業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社　経営企画部　中村 知広

電話番号 03-6742-1100

（２）【保有目的】

政策投資　及び　商品有価証券勘定にて保有するもの

（３）【重要提案行為等】

該当事項はありません
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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） 9,655,201

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 115,000 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 9,770,201 P 0 Q 0

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 22,300

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 0

保有株券等の数（総数）（O+P+Q-R-S） T 9,747,901

保有潜在株式の数
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）

U 115,000

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
( 平成26年4月7日現在）

V 400,878,921

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

2.43

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

1.33

（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26年2月7日 普通株式 1,300 0.00% 市場外取引 取得 1,750円

平成26年2月7日 普通株式 194,100 0.05% 市場内取引 取得

平成26年2月7日 普通株式 500 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成26年2月7日 普通株式 8,400 0.00% 市場外取引 処分 1,694円

平成26年2月7日 普通株式 373,200 0.09% 市場内取引 処分

平成26年2月10日 普通株式 3,100 0.00% 市場外取引 取得 1,752円

平成26年2月10日 普通株式 13,800 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成26年2月10日 普通株式 47,000 0.01% 市場内取引 取得

平成26年2月10日 普通株式 4,500 0.00% 市場外取引 処分 1,752円

平成26年2月10日 普通株式 22,100 0.01% 市場外取引 処分
貸借

（借）
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平成26年2月10日 普通株式 25,800 0.01% 市場内取引 処分

平成26年2月12日 普通株式 351,200 0.09% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成26年2月12日 普通株式 72,600 0.02% 市場内取引 取得

平成26年2月12日 普通株式 2,000 0.00% 市場外取引 処分 1,768円

平成26年2月12日 普通株式 97,600 0.02% 市場内取引 処分

平成26年2月13日 普通株式 100 0.00% 市場外取引 取得 1,761円

平成26年2月13日 普通株式 19,100 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成26年2月13日 普通株式 76,200 0.02% 市場内取引 取得

平成26年2月13日 普通株式 100 0.00% 市場外取引 処分 1,761円

平成26年2月13日 普通株式 66,200 0.02% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成26年2月13日 普通株式 50,500 0.01% 市場内取引 処分

平成26年2月14日 普通株式 4,200 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成26年2月14日 普通株式 184,100 0.05% 市場内取引 取得

平成26年2月14日 普通株式 20,000 0.00% 市場外取引 処分 1,757円

平成26年2月14日 普通株式 380,500 0.09% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成26年2月14日 普通株式 314,200 0.08% 市場内取引 処分

平成26年2月17日 普通株式 14,000 0.00% 市場外取引 取得 1,778円

平成26年2月17日 普通株式 35,700 0.01% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成26年2月17日 普通株式 25,400 0.01% 市場内取引 取得

平成26年2月17日 普通株式 13,100 0.00% 市場外取引 処分 1,768円

平成26年2月17日 普通株式 62,200 0.02% 市場内取引 処分

平成26年2月18日 普通株式 1,600 0.00% 市場外取引 取得 1,799円

平成26年2月18日 普通株式 8,600 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成26年2月18日 普通株式 51,600 0.01% 市場内取引 取得

平成26年2月18日 普通株式 5,000 0.00% 市場外取引 処分 1,801円

平成26年2月18日 普通株式 109,500 0.03% 市場内取引 処分

平成26年2月19日 普通株式 20,700 0.01% 市場外取引 取得 1,839円

平成26年2月19日 普通株式 765,600 0.19% 市場内取引 取得

平成26年2月19日 普通株式 8,900 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成26年2月19日 普通株式 747,100 0.19% 市場外取引 処分 1,838円

平成26年2月19日 普通株式 135,500 0.03% 市場内取引 処分

平成26年2月20日 普通株式 89 0.00% 市場外取引 取得 1,836円

平成26年2月20日 普通株式 220,100 0.05% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成26年2月20日 普通株式 128,200 0.03% 市場内取引 取得

平成26年2月20日 普通株式 9,200 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成26年2月20日 普通株式 57,600 0.01% 市場内取引 処分

平成26年2月21日 普通株式 8,400 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）
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平成26年2月21日 普通株式 36,000 0.01% 市場内取引 取得

平成26年2月21日 普通株式 15,500 0.00% 市場外取引 処分 1,823円

平成26年2月21日 普通株式 10,200 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成26年2月21日 普通株式 133,500 0.03% 市場内取引 処分

平成26年2月24日 普通株式 9,500 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成26年2月24日 普通株式 117,000 0.03% 市場内取引 取得

平成26年2月24日 普通株式 1,600 0.00% 市場外取引 処分 1,860円

平成26年2月24日 普通株式 20,800 0.01% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成26年2月24日 普通株式 102,200 0.03% 市場内取引 処分

平成26年2月25日 普通株式 20,700 0.01% 市場内取引 取得

平成26年2月25日 普通株式 81,900 0.02% 市場内取引 処分

平成26年2月26日 普通株式 9,700 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成26年2月26日 普通株式 110,700 0.03% 市場内取引 取得

平成26年2月26日 普通株式 1,000 0.00% 市場外取引 処分 1,887円

平成26年2月26日 普通株式 59,000 0.01% 市場内取引 処分

平成26年2月27日 普通株式 3,400 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成26年2月27日 普通株式 92,100 0.02% 市場内取引 取得

平成26年2月27日 普通株式 1,900 0.00% 市場外取引 処分 1,853円

平成26年2月27日 普通株式 52,700 0.01% 市場内取引 処分

平成26年2月28日 普通株式 97,100 0.02% 市場内取引 取得

平成26年2月28日 普通株式 900 0.00% 市場外取引 処分 1,870円

平成26年2月28日 普通株式 74,900 0.02% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成26年2月28日 普通株式 120,800 0.03% 市場内取引 処分

平成26年3月3日 普通株式 1,700 0.00% 市場外取引 取得 1,830円

平成26年3月3日 普通株式 166,400 0.04% 市場内取引 取得

平成26年3月3日 普通株式 900 0.00% 市場外取引 処分 1,832円

平成26年3月3日 普通株式 556,800 0.14% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成26年3月3日 普通株式 61,300 0.02% 市場内取引 処分

平成26年3月4日 普通株式 84 0.00% 市場外取引 取得 1,830円

平成26年3月4日 普通株式 4,300 0.00% 市場内取引 取得

平成26年3月4日 普通株式 12,200 0.00% 市場外取引 処分 1,836円

平成26年3月4日 普通株式 104,600 0.03% 市場内取引 処分

平成26年3月5日 普通株式 7,700 0.00% 市場外取引 取得 1,896円

平成26年3月5日 普通株式 40,500 0.01% 市場内取引 取得

平成26年3月5日 普通株式 500 0.00% 市場外取引 処分 1,896円

平成26年3月5日 普通株式 6,400 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成26年3月5日 普通株式 85,900 0.02% 市場内取引 処分
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平成26年3月6日 普通株式 3,800 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成26年3月6日 普通株式 4,900 0.00% 市場外取引 取得 1,900円

平成26年3月6日 普通株式 75,400 0.02% 市場内取引 取得

平成26年3月6日 普通株式 3,200 0.00% 市場外取引 処分 1,901円

平成26年3月6日 普通株式 638,500 0.16% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成26年3月6日 普通株式 85,400 0.02% 市場内取引 処分

平成26年3月7日 普通株式 13,000 0.00% 市場外取引 取得 1,877円

平成26年3月7日 普通株式 14,300 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成26年3月7日 普通株式 215,400 0.05% 市場内取引 取得

平成26年3月7日 普通株式 13,700 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成26年3月7日 普通株式 113,300 0.03% 市場内取引 処分

平成26年3月10日 普通株式 72,000 0.02% 市場内取引 取得

平成26年3月10日 普通株式 1,700 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成26年3月10日 普通株式 30,500 0.01% 市場内取引 処分

平成26年3月11日 普通株式 2,000 0.00% 市場外取引 取得 1,903円

平成26年3月11日 普通株式 48,600 0.01% 市場内取引 取得

平成26年3月11日 普通株式 4,000 0.00% 市場外取引 処分 1,904円

平成26年3月11日 普通株式 97,500 0.02% 市場内取引 処分

平成26年3月12日 普通株式 7,500 0.00% 市場外取引 取得 1,839円

平成26年3月12日 普通株式 132,600 0.03% 市場内取引 取得

平成26年3月12日 普通株式 2,200 0.00% 市場外取引 処分 1,843円

平成26年3月12日 普通株式 25,800 0.01% 市場内取引 処分

平成26年3月13日 普通株式 23,900 0.01% 市場外取引 取得 1,836円

平成26年3月13日 普通株式 96,800 0.02% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成26年3月13日 普通株式 49,000 0.01% 市場内取引 取得

平成26年3月13日 普通株式 14,400 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成26年3月13日 普通株式 11,000 0.00% 市場内取引 処分

平成26年3月14日 普通株式 97,000 0.02% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成26年3月14日 普通株式 110,200 0.03% 市場外取引 取得 1,759円

平成26年3月14日 普通株式 430,400 0.11% 市場内取引 取得

平成26年3月14日 普通株式 17,900 0.00% 市場外取引 処分 1,758円

平成26年3月14日 普通株式 234,000 0.06% 市場内取引 処分

平成26年3月17日 普通株式 793,200 0.20% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成26年3月17日 普通株式 129,500 0.03% 市場内取引 取得

平成26年3月17日 普通株式 1,900 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成26年3月17日 普通株式 15,000 0.00% 市場外取引 処分 1,721円

平成26年3月17日 普通株式 67,700 0.02% 市場内取引 処分
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平成26年3月18日 普通株式 17,000 0.00% 市場外取引 取得 1,723円

平成26年3月18日 普通株式 867,600 0.22% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成26年3月18日 普通株式 83,800 0.02% 市場内取引 取得

平成26年3月18日 普通株式 15,000 0.00% 市場外取引 処分 1,724円

平成26年3月18日 普通株式 407,900 0.10% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成26年3月18日 普通株式 77,800 0.02% 市場内取引 処分

平成26年3月19日 普通株式 1,200 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成26年3月19日 普通株式 14,300 0.00% 市場外取引 取得 1,711円

平成26年3月19日 普通株式 59,500 0.01% 市場内取引 取得

平成26年3月19日 普通株式 200 0.00% 市場外取引 処分 1,708円

平成26年3月19日 普通株式 38,500 0.01% 市場内取引 処分

平成26年3月20日 普通株式 788 0.00% 市場外取引 取得 1,674円

平成26年3月20日 普通株式 2,500 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成26年3月20日 普通株式 150,100 0.04% 市場内取引 取得

平成26年3月20日 普通株式 5,100 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成26年3月20日 普通株式 25,700 0.01% 市場外取引 処分 1,661円

平成26年3月20日 普通株式 32,300 0.01% 市場内取引 処分

平成26年3月24日 普通株式 602,600 0.15% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成26年3月24日 普通株式 98,800 0.02% 市場内取引 取得

平成26年3月24日 普通株式 100,300 0.03% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成26年3月24日 普通株式 73,600 0.02% 市場内取引 処分

平成26年3月25日 普通株式 18,100 0.00% 市場外取引 取得 1,629円

平成26年3月25日 普通株式 693,300 0.17% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成26年3月25日 普通株式 96,800 0.02% 市場内取引 取得

平成26年3月25日 普通株式 1,700 0.00% 市場外取引 処分 1,644円

平成26年3月25日 普通株式 10,100 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成26年3月25日 普通株式 74,500 0.02% 市場内取引 処分

平成26年3月26日 普通株式 592,200 0.15% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成26年3月26日 普通株式 42,700 0.01% 市場内取引 取得

平成26年3月26日 普通株式 2,000 0.00% 市場外取引 処分 1,669円

平成26年3月26日 普通株式 801,600 0.20% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成26年3月26日 普通株式 93,300 0.02% 市場内取引 処分

平成26年3月27日 普通株式 1,100 0.00% 市場外取引 取得 1,637円

平成26年3月27日 普通株式 94,500 0.02% 市場内取引 取得

平成26年3月27日 普通株式 300 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成26年3月27日 普通株式 7,400 0.00% 市場外取引 処分 1,633円

平成26年3月27日 普通株式 77,400 0.02% 市場内取引 処分
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平成26年3月28日 普通株式 1,600 0.00% 市場外取引 取得 1,654円

平成26年3月28日 普通株式 2,000,000 0.50% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成26年3月28日 普通株式 80,300 0.02% 市場内取引 取得

平成26年3月28日 普通株式 2,400 0.00% 市場外取引 処分 1,657円

平成26年3月28日 普通株式 13,100 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成26年3月28日 普通株式 79,500 0.02% 市場内取引 処分

平成26年3月31日 普通株式 3,100 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成26年3月31日 普通株式 61,500 0.02% 市場内取引 取得

平成26年3月31日 普通株式 3,800 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成26年3月31日 普通株式 5,100 0.00% 市場外取引 処分 1,662円

平成26年3月31日 普通株式 45,100 0.01% 市場内取引 処分

平成26年4月1日 普通株式 2,200 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成26年4月1日 普通株式 7,600 0.00% 市場外取引 取得 1,664円

平成26年4月1日 普通株式 200,600 0.05% 市場内取引 取得

平成26年4月1日 普通株式 12,500 0.00% 市場外取引 処分 1,663円

平成26年4月1日 普通株式 183,900 0.05% 市場内取引 処分

平成26年4月2日 普通株式 582 0.00% 市場外取引 取得 1,687円

平成26年4月2日 普通株式 4,100 0.00% 市場内取引 取得

平成26年4月2日 普通株式 1,900 0.00% 市場外取引 処分 1,665円

平成26年4月2日 普通株式 142,200 0.04% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成26年4月2日 普通株式 73,600 0.02% 市場内取引 処分

平成26年4月3日 普通株式 15,000 0.00% 市場外取引 取得 1,665円

平成26年4月3日 普通株式 90,300 0.02% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成26年4月3日 普通株式 82,800 0.02% 市場内取引 取得

平成26年4月3日 普通株式 100 0.00% 市場外取引 処分 1,675円

平成26年4月3日 普通株式 800 0.00% 市場外取引 処分
貸借

（借）

平成26年4月3日 普通株式 23,200 0.01% 市場内取引 処分

平成26年4月4日 普通株式 100 0.00% 市場外取引 取得 1,681円

平成26年4月4日 普通株式 1,600 0.00% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成26年4月4日 普通株式 6,200 0.00% 市場内取引 取得

平成26年4月4日 普通株式 900 0.00% 市場外取引 処分 1,686円

平成26年4月4日 普通株式 39,200 0.01% 市場内取引 処分

平成26年4月7日 普通株式 168,000 0.04% 市場外取引 取得
貸借

（借）

平成26年4月7日 普通株式 453,200 0.11% 市場外取引 取得 1,680円

平成26年4月7日 普通株式 104,500 0.03% 市場内取引 取得

平成26年4月7日 普通株式 4,000 0.00% 市場外取引 処分 1,680円

平成26年4月7日 普通株式 156,900 0.04% 市場外取引 処分
貸借

（借）

EDINET提出書類

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ(E03606)

変更報告書

21/25



平成26年4月7日 普通株式 53,800 0.01% 市場内取引 処分

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
貸借（借株）　以下５件いずれも株券消費貸借契約による
・日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社：１，４８９，５００株
・日本マスタートラスト信託銀行株式会社：１，８８９，９００株
・資産管理サービス信託銀行株式会社：９８４，３００株
・野村信託銀行株式会社：１３，２００株
・東京海上日動火災保険株式会社：２，０００，０００株
貸借（貸株）　以下２件いずれも株券消費貸借契約による
・カブドットコム証券株式会社：１，０００株
・モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社：６，１１１，８００株
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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） 5,654,101

借入金額計（X）（千円） －

その他金額計（Y）（千円） －

上記（Y）の内訳 内、貸借取引による保有 6,376,900株

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 5,654,101

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）

該当事項はありません。

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当事項はありません。
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第３【共同保有者に関する事項】
該当事項はありません。

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）株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

（2）三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（3）三菱ＵＦＪ投信株式会社

（4）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

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） 22,514,558 24,667,200

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 115,000 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 22,629,558 P 0 Q 24,667,200

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 104,000

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 567,800

保有株券等の数（総数）（O+P+Q-R-S） T 46,624,958

保有潜在株式の数
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）

U 115,000

（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（ 平成26年4月7日現在）

V 400,878,921

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）

11.63

直前の報告書に記載された株券等保有割
合（％）

10.76
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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（％）

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 8,878,357 2.21

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 25,293,500 6.31

三菱ＵＦＪ投信株式会社 2,705,200 0.67

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式
会社

9,747,901 2.43

合計 46,624,958 11.63
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