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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 ＤＭＧ森精機株式会社

証券コード 6141

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 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

住所又は本店所在地 〒100-6432　東京都千代田区丸の内2丁目7番3号　東京ビルディング

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2年10月18日

代表者氏名 大越　昇一

代表者役職 代表取締役社長

事業内容 投資信託委託業及び投資顧問業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
〒107-0051　東京都港区元赤坂一丁目2番7号　赤坂Kタワー　

アンダーソン・毛利・友常法律事務所　弁護士 森下 国彦

電話番号 03(6888)-1000

（２）【保有目的】

投資一任契約および投資信託による純投資を目的として保有している。

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし
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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） 6,026,300

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
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 6,026,300

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 6,026,300

保有潜在株券等の数

（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28年7月21日現在）
V 132,943,683

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
4.53

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
4.89

（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28年5月23日 株券 3,800 0.00 市場内 処分

平成28年5月24日 株券 26,900 0.02 市場内 処分

平成28年6月2日 株券 30,000 0.02 市場内 処分

平成28年6月6日 株券 1,700 0.00 市場内 処分

平成28年6月6日 株券 400 0.00 市場外 処分 1,229.35

平成28年6月7日 株券 1,600 0.00 市場内 処分
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平成28年6月7日 株券 100 0.00 市場外 処分 1,290.20

平成28年6月8日 株券 48,500 0.04 市場内 処分

平成28年6月8日 株券 2,800 0.00 市場外 処分 1,347.34

平成28年6月13日 株券 64,700 0.05 市場内 処分

平成28年6月13日 株券 300 0.00 市場外 処分 1,234.07

平成28年6月14日 株券 1,200 0.00 市場内 処分

平成28年6月14日 株券 100 0.00 市場外 処分 1,188.10

平成28年6月21日 株券 41,000 0.03 市場内 処分

平成28年6月22日 株券 6,300 0.00 市場内 処分

平成28年6月24日 株券 7,700 0.01 市場内 処分

平成28年6月27日 株券 1,200 0.00 市場内 処分

平成28年6月28日 株券 32,600 0.02 市場内 処分

平成28年6月28日 株券 200 0.00 市場外 処分 909.35

平成28年7月1日 株券 1,600 0.00 市場内 処分

平成28年7月1日 株券 20,500 0.02 市場外 処分 991.00

平成28年7月6日 株券 24,800 0.02 市場内 処分

平成28年7月19日 株券 17,300 0.01 市場内 処分

平成28年7月20日 株券 15,400 0.01 市場内 処分

平成28年7月21日 株券 14,500 0.01 市場内 処分

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

担保契約 Goldman Sachsに18,200株 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）

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円） 7,993,035

上記（Y）の内訳 顧客資金

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 7,993,035

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
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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
ジェー・ピー・モルガン・アセット・マネジメント（ユーケー）リミテッ

ド　(JPMorgan Asset Management(UK)Limited)

住所又は本店所在地 英国、ロンドン E14 5JP　カナリー・ウォーフ、バンク・ストリート25

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49年2月27日

代表者氏名 マイク オブライエン

代表者役職 CEO兼ダイレクター

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
〒107-0051　東京都港区元赤坂一丁目2番7号　赤坂Kタワー　

アンダーソン・毛利・友常法律事務所　弁護士 森下 国彦

電話番号 03(6888)-1000

（２）【保有目的】

顧客の資産運用を図り、有価証券等への投資の一部として、日本株を保有するファンドでの買付にかかるもので、純投資を目

的としている。

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし

（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） 3,835,200

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
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
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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 3,835,200

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

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 3,835,200

保有潜在株券等の数

（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28年7月21日現在）
V 132,943,683

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
2.88

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
3.38

（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

平成28年6月21日 株券 1,900 0.00 市場内 取得

平成28年6月23日 株券 21,400 0.02 市場内 取得

平成28年7月8日 株券 60,500 0.05 市場内 処分

平成28年7月8日 株券 1,000 0.00 市場外 処分 929.10

平成28年7月20日 株券 260,200 0.20 市場外 処分 1,080.35

平成28年7月21日 株券 97,000 0.07 市場内 処分

平成28年7月21日 株券 267,500 0.20 市場外 処分 1,114.62

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし

（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）
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その他金額計（Y）（千円） 5,430,862

上記（Y）の内訳 顧客資金

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 5,430,862

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（株式会社）

氏名又は名称
ジェー・ピー・モルガン・インベストメント・マネージメント・インク　

(J.P. Morgan Investment Management Inc.)

住所又は本店所在地
アメリカ合衆国10017ニューヨーク州　ニューヨーク　パーク・アベニュー

270

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59年2月7日

代表者氏名 ジョン・ドノヒュー

代表者役職 プレジデント兼チーフ・エグゼクティブ・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
〒107-0051　東京都港区元赤坂一丁目2番7号　赤坂Kタワー　

アンダーソン・毛利・友常法律事務所　弁護士 森下 国彦

電話番号 03(6888)-1000

（２）【保有目的】

顧客の資産運用を図り、有価証券等への投資の一部として、日本株を保有するファンドでの買付にかかるもので、純投資を目

的としている。
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（３）【重要提案行為等】

該当事項なし

（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） 6,800,732

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
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 6,800,732

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 6,800,732

保有潜在株券等の数

（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28年7月21日現在）
V 132,943,683

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
5.12

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
5.32

（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28年5月25日 株券 4,100 0.00 市場内 処分

平成28年5月27日 株券 8,400 0.01 市場内 処分
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平成28年6月2日 株券 84,800 0.06 市場内 処分

平成28年6月2日 株券 3,800 0.00 市場外 処分 1,277.53

平成28年6月2日 株券 97,500 0.07 市場内 取得

平成28年6月2日 株券 4,000 0.00 市場外 取得 1,326.31

平成28年6月3日 株券 120,700 0.09 市場内 処分

平成28年6月3日 株券 30,300 0.02 市場外 処分 1,247.42

平成28年6月6日 株券 37,700 0.03 市場内 処分

平成28年6月6日 株券 1,300 0.00 市場外 処分 1,231.90

平成28年6月8日 株券 62,700 0.05 市場内 取得

平成28年6月8日 株券 600 0.00 市場外 取得 1,315.88

平成28年6月15日 株券 33,000 0.02 市場外 取得 資産移管

平成28年6月21日 株券 13,200 0.01 市場内 処分

平成28年6月23日 株券 3,100 0.00 市場内 取得

平成28年7月6日 株券 16,700 0.01 市場内 取得

平成28年7月6日 株券 1,700 0.00 市場外 取得 963.45

平成28年7月11日 株券 3,700 0.00 市場内 処分

平成28年7月20日 株券 82,100 0.06 市場内 処分

平成28年7月20日 株券 21,200 0.02 市場外 処分 1,080.35

平成28年7月21日 株券 139,600 0.11 市場内 処分

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし

（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） 8,533,714

上記（Y）の内訳 顧客資金

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 8,533,714

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
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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
ジェー・エフ・アセット・マネジメント・リミテッド　(JF Asset

Management Limited)

住所又は本店所在地 香港、セントラル、コーノート・ロード８、チャーター・ハウス21階

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49年11月26日

代表者氏名 エドウィン・TK・チャン

代表者役職 ダイレクター

事業内容 インベストメント・マネージメント

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
〒107-0051　東京都港区元赤坂一丁目2番7号　赤坂Kタワー　

アンダーソン・毛利・友常法律事務所　弁護士 森下 国彦

電話番号 03(6888)-1000

（２）【保有目的】

投資顧問業を営む上で、顧客勘定にて国内の株式に投資している。

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし

（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） 177,600

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
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
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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 177,600

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 177,600

保有潜在株券等の数

（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28年7月21日現在）
V 132,943,683

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.13

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.37

（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28年5月24日 株券 19,700 0.01 市場内 処分

平成28年5月24日 株券 300 0.00 市場外 処分 1,291.10

平成28年6月24日 株券 150,500 0.11 市場内 処分

平成28年6月24日 株券 9,500 0.01 市場外 処分 1,181.71

平成28年6月27日 株券 104,500 0.08 市場内 処分

平成28年6月27日 株券 5,500 0.00 市場外 処分 981.78

平成28年7月5日 株券 29,300 0.02 市場内 処分

平成28年7月5日 株券 700 0.00 市場外 処分 992.34

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし

（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）
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借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円） 317,813

上記（Y）の内訳 顧客資金

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 317,813

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

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
ジェー・ピー・モルガン・ホワイトフライヤーズ・インク (J.P. Morgan

Whitefriars Inc.)

住所又は本店所在地

(本店)アメリカ合衆国デラウェア州 19713 ニューアーク・スタントン・クリ

スティアナ・ロード500

（英国支店）英国、ロンドン E14 5JP　カナリー・ウォーフ、バンク・スト

リート25

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4年11月1日

代表者氏名 ティモシー・ジェームス・オズボーン・スロスビー

代表者役職 プレジデント

事業内容

マーケットにおける各種取引（例：金利スワップ、株式デリバティブ取引）

およびJ.P.モルガン・グループ内の自己取引の当事者（いわゆるブッキング

オフィス）となること。

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
〒107-0051　東京都港区元赤坂一丁目2番7号　赤坂Kタワー　

アンダーソン・毛利・友常法律事務所　弁護士 森下 国彦
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電話番号 03(6888)-1000

（２）【保有目的】

主としてJ.P.モルガン・グループ会社による投資に際していわゆるブッキング・オフィス（裏付けとなるグループ会社間にお

ける自己勘定取引に基づき自己の名義で有価証券を保有すること）として本件株式を保有している。

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし

（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） 943,100

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
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 943,100 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 103,900

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 839,200

保有潜在株券等の数

（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28年7月21日現在）
V 132,943,683

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.63

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0
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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28年5月23日 株券 800 0.00 市場内 処分

平成28年5月26日 株券 100 0.00 市場内 取得

平成28年5月27日 株券 1,600 0.00 市場内 処分

平成28年6月1日 株券 9,500 0.01 市場内 処分

平成28年6月8日 株券 2,400 0.00 市場内 処分

平成28年6月13日 株券 2,100 0.00 市場内 取得

平成28年6月21日 株券 200 0.00 市場内 処分

平成28年7月6日 株券 10,700 0.01 市場内 取得

平成28年7月13日 株券 600 0.00 市場内 取得

平成28年7月15日 株券 12,100 0.01 市場外 処分 1,077.00

平成28年7月15日 株券 12,100 0.01 市場外 取得 貸借取引

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約 ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー 12,100株 借入 及び 103,900株 貸付

（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） 997,236

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） 997,236

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

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
ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・ナショナル・アソシエーショ

ン

住所又は本店所在地
(本社)アメリカ合衆国オハイオ州コロンバス市ポラリス・パークウェー1111

（東京支店）東京都千代田区丸の内二丁目７番３号　東京ビルディング

旧氏名又は名称
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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43年11月26日

代表者氏名 李家　輝

代表者役職 日本における代表者（兼）東京支店長

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
〒107-0051　東京都港区元赤坂一丁目2番7号　赤坂Kタワー　

アンダーソン・毛利・友常法律事務所　弁護士 森下 国彦

電話番号 03(6888)-1000

（２）【保有目的】

米国及び国内外において、銀行業（投資銀行・商業銀行業務及び資産運用業務等を含む。）を営む上で、国内の株式に投資し

ている。

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし

（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） 1,976,900

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
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
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合計（株・口） O P Q 1,976,900

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 1,976,900

保有潜在株券等の数

（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28年7月21日現在）
V 132,943,683

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（％）
1.60

（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28年7月20日 株券 64,100 0.05 市場内 処分

平成28年7月21日 株券 89,800 0.07 市場内 処分

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし

（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） 2,714,350

上記（Y）の内訳 顧客資金

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 2,714,350

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
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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 JPモルガン証券株式会社

住所又は本店所在地 〒100-6432　東京都千代田区丸の内2丁目7番3号　東京ビルディング

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4月10日

代表者氏名 李家　輝

代表者役職 代表取締役社長

事業内容 証券会社

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
〒107-0051　東京都港区元赤坂一丁目2番7号　赤坂Kタワー　

アンダーソン・毛利・友常法律事務所　弁護士 森下 国彦

電話番号 03(6888)-1000

（２）【保有目的】

証券業務を営む上で、本件株式に投資している。

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし

（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） 182,208

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
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
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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 182,208 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 183,008

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T -800

保有潜在株券等の数

（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28年7月21日現在）
V 132,943,683

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.04

（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28年5月23日 株券 500 0.00 市場内 取得

平成28年5月23日 株券 4,000 0.00 市場内 処分

平成28年5月23日 株券 500 0.00 市場外 処分 1,324.26

平成28年5月24日 株券 2,100 0.00 市場内 取得

平成28年5月24日 株券 1,600 0.00 市場外 取得 1,298.24

平成28年5月24日 株券 300 0.00 市場内 処分

平成28年5月25日 株券 6,800 0.01 市場内 取得

平成28年5月25日 株券 1,807 0.00 市場外 取得 1,276.63

平成28年5月25日 株券 600 0.00 市場内 処分

平成28年5月26日 株券 1,700 0.00 市場内 取得

平成28年5月26日 株券 7,100 0.01 市場内 処分

平成28年5月26日 株券 1,000 0.00 市場外 処分 1,291.22

平成28年5月27日 株券 6,200 0.00 市場内 取得

平成28年5月27日 株券 300 0.00 市場内 処分
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平成28年5月27日 株券 100 0.00 市場外 処分 1,305.20

平成28年5月30日 株券 4,100 0.00 市場内 取得

平成28年5月30日 株券 800 0.00 市場外 取得 1,342.89

平成28年5月30日 株券 7,000 0.01 市場内 処分

平成28年5月30日 株券 400 0.00 市場外 処分 1,342.13

平成28年5月31日 株券 18,900 0.01 市場内 取得

平成28年5月31日 株券 13,700 0.01 市場内 処分

平成28年5月31日 株券 15,500 0.01 市場外 処分 1,367.00

平成28年6月1日 株券 53,900 0.04 市場内 取得

平成28年6月1日 株券 600 0.00 市場外 取得 1,341.93

平成28年6月1日 株券 1,500 0.00 市場内 処分

平成28年6月1日 株券 49,900 0.04 市場外 処分 1,361.47

平成28年6月2日 株券 5,500 0.00 市場内 取得

平成28年6月2日 株券 1,500 0.00 市場外 取得 1,311.23

平成28年6月2日 株券 11,700 0.01 市場内 処分

平成28年6月2日 株券 5,300 0.00 市場外 処分 1,340.00

平成28年6月3日 株券 24,100 0.02 市場内 取得

平成28年6月3日 株券 4,800 0.00 市場外 取得 1,245.78

平成28年6月3日 株券 300 0.00 市場内 処分

平成28年6月6日 株券 8,700 0.01 市場内 取得

平成28年6月6日 株券 900 0.00 市場外 取得 1,220.34

平成28年6月6日 株券 4,200 0.00 市場内 処分

平成28年6月6日 株券 5,300 0.00 市場外 処分 1,225.64

平成28年6月7日 株券 1,300 0.00 市場内 取得

平成28年6月7日 株券 1,500 0.00 市場外 取得 1,281.02

平成28年6月7日 株券 16,400 0.01 市場内 処分

平成28年6月7日 株券 3,500 0.00 市場外 処分 1,279.09

平成28年6月8日 株券 8,800 0.01 市場内 取得

平成28年6月8日 株券 5,000 0.00 市場外 取得 1,352.17

平成28年6月8日 株券 8,400 0.01 市場内 処分

平成28年6月8日 株券 1,100 0.00 市場外 処分 1,358.44

平成28年6月9日 株券 2,200 0.00 市場内 取得

平成28年6月9日 株券 2,100 0.00 市場外 取得 1,337.69

平成28年6月9日 株券 6,200 0.00 市場内 処分

平成28年6月10日 株券 3,200 0.00 市場内 取得

平成28年6月10日 株券 2,200 0.00 市場外 取得 1,282.19

EDINET提出書類

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)

変更報告書

19/31



平成28年6月10日 株券 5,500 0.00 市場内 処分

平成28年6月13日 株券 18,100 0.01 市場内 取得

平成28年6月13日 株券 3,400 0.00 市場外 取得 1,218.39

平成28年6月13日 株券 3,200 0.00 市場内 処分

平成28年6月14日 株券 7,500 0.01 市場内 取得

平成28年6月14日 株券 3,600 0.00 市場外 取得 1,190.79

平成28年6月14日 株券 1,100 0.00 市場内 処分

平成28年6月15日 株券 1,300 0.00 市場内 取得

平成28年6月15日 株券 1,100 0.00 市場外 取得 1,198.08

平成28年6月15日 株券 4,700 0.00 市場内 処分

平成28年6月15日 株券 900 0.00 市場外 処分 1,204.76

平成28年6月16日 株券 12,600 0.01 市場内 取得

平成28年6月16日 株券 3,800 0.00 市場外 取得 1,159.17

平成28年6月16日 株券 8,900 0.01 市場内 処分

平成28年6月17日 株券 17,800 0.01 市場内 取得

平成28年6月17日 株券 24,200 0.02 市場内 処分

平成28年6月17日 株券 4,600 0.00 市場外 処分 1,163.72

平成28年6月20日 株券 2,200 0.00 市場内 取得

平成28年6月20日 株券 38,800 0.03 市場内 処分

平成28年6月20日 株券 3,100 0.00 市場外 処分 1,222.09

平成28年6月21日 株券 14,300 0.01 市場内 取得

平成28年6月21日 株券 3,800 0.00 市場外 取得 1,202.59

平成28年6月21日 株券 1,000 0.00 市場内 処分

平成28年6月22日 株券 51,900 0.04 市場内 取得

平成28年6月22日 株券 4,600 0.00 市場外 取得 1,167.97

平成28年6月22日 株券 2,100 0.00 市場内 処分

平成28年6月22日 株券 600 0.00 市場外 処分 1,172.62

平成28年6月23日 株券 2,100 0.00 市場内 取得

平成28年6月23日 株券 100 0.00 市場外 取得 1,214.00

平成28年6月23日 株券 15,800 0.01 市場内 処分

平成28年6月23日 株券 3,700 0.00 市場外 処分 1,214.01

平成28年6月24日 株券 27,400 0.02 市場内 取得

平成28年6月24日 株券 2,900 0.00 市場外 取得 1,152.17

平成28年6月24日 株券 3,500 0.00 市場内 処分

平成28年6月24日 株券 5,000 0.00 市場外 処分 1,053.69

平成28年6月27日 株券 57,400 0.04 市場内 取得
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平成28年6月27日 株券 1,900 0.00 市場外 取得 961.50

平成28年6月27日 株券 1,200 0.00 市場内 処分

平成28年6月28日 株券 38,700 0.03 市場内 取得

平成28年6月28日 株券 500 0.00 市場外 取得 895.82

平成28年6月28日 株券 7,800 0.01 市場内 処分

平成28年6月29日 株券 1,800 0.00 市場内 取得

平成28年6月29日 株券 12,400 0.01 市場内 処分

平成28年6月30日 株券 7,000 0.01 市場内 取得

平成28年6月30日 株券 8,800 0.01 市場内 処分

平成28年6月30日 株券 600 0.00 市場外 処分 975.17

平成28年7月1日 株券 4,100 0.00 市場内 取得

平成28年7月1日 株券 9,200 0.01 市場内 処分

平成28年7月4日 株券 3,800 0.00 市場内 取得

平成28年7月4日 株券 800 0.00 市場外 取得 986.00

平成28年7月4日 株券 19,600 0.01 市場内 処分

平成28年7月4日 株券 400 0.00 市場外 処分 1,010.20

平成28年7月5日 株券 3,000 0.00 市場内 取得

平成28年7月5日 株券 5,400 0.00 市場外 取得 995.07

平成28年7月5日 株券 3,100 0.00 市場内 処分

平成28年7月6日 株券 6,900 0.01 市場内 取得

平成28年7月6日 株券 5,600 0.00 市場外 取得 944.97

平成28年7月6日 株券 13,500 0.01 市場内 処分

平成28年7月6日 株券 1,300 0.00 市場外 処分 937.90

平成28年7月7日 株券 3,400 0.00 市場内 取得

平成28年7月7日 株券 400 0.00 市場外 取得 933.35

平成28年7月7日 株券 1,400 0.00 市場内 処分

平成28年7月8日 株券 14,700 0.01 市場内 取得

平成28年7月8日 株券 8,300 0.01 市場内 処分

平成28年7月8日 株券 2,900 0.00 市場外 処分 930.23

平成28年7月11日 株券 3,700 0.00 市場内 取得

平成28年7月11日 株券 4,400 0.00 市場内 処分

平成28年7月11日 株券 700 0.00 市場外 処分 985.70

平成28年7月12日 株券 14,100 0.01 市場内 取得

平成28年7月12日 株券 54,487 0.04 市場外 処分 貸借取引

平成28年7月12日 株券 26,100 0.02 市場内 処分

平成28年7月13日 株券 6,700 0.01 市場内 取得
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平成28年7月13日 株券 10,279 0.01 市場外 取得 貸借取引

平成28年7月13日 株券 30,200 0.02 市場内 処分

平成28年7月13日 株券 500 0.00 市場外 処分 1,085.90

平成28年7月14日 株券 7,200 0.01 市場内 取得

平成28年7月14日 株券 600 0.00 市場外 取得 1,078.85

平成28年7月14日 株券 1,000 0.00 市場内 処分

平成28年7月15日 株券 11,800 0.01 市場内 取得

平成28年7月15日 株券 1,900 0.00 市場外 取得 1,147.94

平成28年7月15日 株券 22,000 0.02 市場内 処分

平成28年7月19日 株券 3,500 0.00 市場内 取得

平成28年7月19日 株券 5,800 0.00 市場外 取得 1,127.56

平成28年7月19日 株券 1,500 0.00 市場外 取得 貸借取引

平成28年7月19日 株券 4,200 0.00 市場内 処分

平成28年7月20日 株券 20,000 0.02 市場内 取得

平成28年7月20日 株券 346,092 0.26 市場外 処分 貸借取引

平成28年7月20日 株券 10,700 0.01 市場内 処分

平成28年7月20日 株券 100 0.00 市場外 処分 1,076.10

平成28年7月21日 株券 4,800 0.00 市場内 取得

平成28年7月21日 株券 14,800 0.01 市場内 処分

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約 MIZUHO SECURITIES Co., Ltd. 30,000株 借入、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー

183,008株 貸付

（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） 155,344

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） 155,344

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
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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
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー (J.P. Morgan

Securities plc)

住所又は本店所在地 英国、ロンドン E14 5JP　カナリー・ウォーフ、バンク・ストリート25

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4年4月30日

代表者氏名 ダニエル・ピント

代表者役職 ダイレクター

事業内容 証券業務（有価証券の売買および仲介、調査）及び銀行業務

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
〒107-0051　東京都港区元赤坂一丁目2番7号　赤坂Kタワー　

アンダーソン・毛利・友常法律事務所　弁護士 森下 国彦

電話番号 03(6888)-1000

（２）【保有目的】

証券業務及び銀行業等の為に保有をしている。

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし

（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） 457,908

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
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
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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 457,908 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 78,100

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 379,808

保有潜在株券等の数

（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28年7月21日現在）
V 132,943,683

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.29

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.73

（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28年5月23日 株券 600 0.00 市場外 取得 移管

平成28年5月24日 株券 600 0.00 市場内 処分

平成28年5月26日 株券 30,600 0.02 市場外 取得

口座間の振替：プ

ライムブローカ

レッジに基づく取

引、以下同じ。

平成28年5月31日 株券 30,600 0.02 市場外 処分 口座間の振替

平成28年6月2日 株券 7,500 0.01 市場外 処分 貸借取引

平成28年6月6日 株券 35,300 0.03 市場外 取得 口座間の振替

平成28年6月7日 株券 27,900 0.02 市場外 取得 口座間の振替

平成28年6月8日 株券 600 0.00 市場外 取得 移管

平成28年6月8日 株券 600 0.00 市場外 処分 1,348.00

平成28年6月8日 株券 35,300 0.03 市場外 処分 口座間の振替

平成28年6月9日 株券 700 0.00 市場内 処分
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平成28年6月9日 株券 2,400 0.00 市場外 処分 貸借取引

平成28年6月9日 株券 27,900 0.02 市場外 処分 口座間の振替

平成28年6月14日 株券 500 0.00 市場外 取得 移管

平成28年6月14日 株券 500 0.00 市場内 処分

平成28年6月17日 株券 700 0.00 市場内 取得

平成28年6月21日 株券 900 0.00 市場外 取得 移管

平成28年6月21日 株券 900 0.00 市場内 処分

平成28年6月21日 株券 853,500 0.64 市場外 処分 貸借取引

平成28年6月22日 株券 700 0.00 市場外 取得 移管

平成28年6月22日 株券 700 0.00 市場内 処分

平成28年6月22日 株券 46,000 0.03 市場外 取得 貸借取引

平成28年6月24日 株券 3,000 0.00 市場内 取得

平成28年6月27日 株券 15,100 0.01 市場内 取得

平成28年6月28日 株券 4,600 0.00 市場内 取得

平成28年6月29日 株券 4,800 0.00 市場内 処分

平成28年6月29日 株券 7,100 0.01 市場外 取得 貸借取引

平成28年6月30日 株券 700 0.00 市場内 取得

平成28年6月30日 株券 100 0.00 市場外 取得 975.30

平成28年6月30日 株券 52,900 0.04 市場外 取得 貸借取引

平成28年7月1日 株券 2,100 0.00 市場内 処分

平成28年7月4日 株券 2,400 0.00 市場内 処分

平成28年7月4日 株券 100 0.00 市場外 処分 1,010.10

平成28年7月5日 株券 1,200 0.00 市場内 取得

平成28年7月6日 株券 1,800 0.00 市場内 取得

平成28年7月7日 株券 1,600 0.00 市場内 取得

平成28年7月7日 株券 600 0.00 市場外 取得 移管

平成28年7月7日 株券 600 0.00 市場内 処分

平成28年7月7日 株券 442,000 0.33 市場外 取得 貸借取引

平成28年7月8日 株券 800 0.00 市場内 処分

平成28年7月11日 株券 159,800 0.12 市場外 取得 口座間の振替

平成28年7月11日 株券 1,600 0.00 市場内 処分

平成28年7月12日 株券 4,900 0.00 市場内 処分

平成28年7月13日 株券 1,800 0.00 市場内 取得

平成28年7月14日 株券 2,300 0.00 市場内 取得

平成28年7月14日 株券 24,000 0.02 市場外 処分 貸借取引

平成28年7月15日 株券 12,100 0.01 市場外 取得 1,077.00
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平成28年7月15日 株券 44,000 0.03 市場外 取得 口座間の振替

平成28年7月15日 株券 7,500 0.01 市場内 処分

平成28年7月19日 株券 4,300 0.00 市場内 取得

平成28年7月20日 株券 8,800 0.01 市場内 取得

平成28年7月20日 株券 340,992 0.26 市場外 処分 貸借取引

平成28年7月20日 株券 40,400 0.03 市場外 処分 口座間の振替

平成28年7月21日 株券 300 0.00 市場内 取得

平成28年7月21日 株券 1,800 0.00 市場内 処分

平成28年7月21日 株券 24,100 0.02 市場外 処分 口座間の振替

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約 JPモルガン証券株式会社 183,008株 借入、ジェー・ピー・モルガン・クリアリング・コーポレーション ※

85,000株 貸付、ジェー・ピー・モルガン・ホワイトフライヤーズ・インク 103,900株 借入 及び 12,100株 貸付

担保契約 BLACKROCK 180,400株 差入、 CHASE (TP) 31,600株 差入

※上記に記載しました、消費貸借契約 「ジェー・ピー・モルガン・クリアリング・コーポレーション ※85,000株 貸付」

は、この取引の相手方である、9[提出者（大量保有者）／9] ジェー・ピー・モルガン・クリアリング・コーポレーション

（6）[当該株券等に関する担保契約等重要な契約]に記載しました消費貸借契約「ジェー・ピー・モルガン・セキュリティー

ズ・ピーエルシー ※66,000株 借入」と数量が一致しておりません。これはジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・

ピーエルシーは約定日にて集計に反映しているのに対し、ジェー・ピー・モルガン・クリアリング・コーポレーションはその

口座の性質上、受渡日に保有を反映していることから（平成28年7月20日約定/平成28年7月22日受渡：19,000株分）両者に差

異が生じています

（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） 34,116

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） 34,116

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

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
ジェー・ピー・モルガン・クリアリング・コーポレーション　(J.P.Morgan

Clearing Corp.)
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住所又は本店所在地
アメリが合衆国　11245 ニューヨーク州　ブルックリン　フォー・チェー

ス・メトロ・テック・センター

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 平成3年2月7日

代表者氏名 テレサ・Ａ・ヘイツェンレザー

代表者役職 会長兼社長

事業内容
有価証券と先物の決済業務、顧客向けの資金調達業務、有価証券貸付業務及

びこれらに関連する業務等

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
〒107-0051　東京都港区元赤坂一丁目2番7号　赤坂Kタワー　

アンダーソン・毛利・友常法律事務所　弁護士 森下 国彦

電話番号 03(6888)-1000

（２）【保有目的】

決済業務に関連して顧客向けの資金調達、有価証券の貸付等を目的として保有している。

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし

（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） 185,900

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
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
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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 185,900 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 185,900

保有潜在株券等の数

（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28年7月21日現在）
V 132,943,683

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.14

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.14

（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28年5月31日 株券 16,900 0.01 市場外 処分 消費貸借契約

平成28年6月13日 株券 11,000 0.01 市場外 取得 消費貸借契約

平成28年6月14日 株券 12,000 0.01 市場外 取得 消費貸借契約

平成28年6月30日 株券 54,255 0.04 市場外 取得

口座間の振替：プ

ライムブローカ

レッジに基づく取

引、以下同じ。

平成28年7月6日 株券 54,255 0.04 市場外 処分 口座間の振替

平成28年7月20日 株券 25,000 0.02 市場外 取得 消費貸借契約

平成28年7月21日 株券 18,000 0.01 市場外 取得 消費貸借契約

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

プライムブローカレッジ契約 SPARK QUANTITATIVE MASTER 138,000 株 貸付、STYLE ADVANTAGE LTD. 47,900株 貸付

消費貸借契約 ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー ※66,000株 借入、CITIBANK 100,000株 借入、

STATE ST BK INTL 19,900株 借入

※上記に記載しました、消費貸借契約 「ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー ※66,000株 借入」

は、この取引の相手方である、8[提出者（大量保有者）／8] ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー

（6）[当該株券等に関する担保契約等重要な契約]に記載しました消費貸借契約「ジェー・ピー・モルガン・クリアリング・

コーポレーション ※85,000株 貸付」と数量が一致しておりません。これはジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・

ピーエルシーは約定日にて集計に反映しているのに対し、ジェー・ピー・モルガン・クリアリング・コーポレーションはその

口座の性質上、受渡日に保有を反映していることから（平成28年7月20日約定/平成28年7月22日受渡：19,000株分）両者に差

異が生じています
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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） 0

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） 0

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）JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

（２）ジェー・ピー・モルガン・アセット・マネジメント（ユーケー）リミテッド　(JPMorgan Asset Management(UK)Limited)

（３）ジェー・ピー・モルガン・インベストメント・マネージメント・インク　(J.P. Morgan Investment Management Inc.)

（４）ジェー・エフ・アセット・マネジメント・リミテッド　(JF Asset Management Limited)

（５）ジェー・ピー・モルガン・ホワイトフライヤーズ・インク (J.P. Morgan Whitefriars Inc.)

（６）ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・ナショナル・アソシエーション

（７）JPモルガン証券株式会社

（８）ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー (J.P. Morgan Securities plc)

（９）ジェー・ピー・モルガン・クリアリング・コーポレーション　(J.P.Morgan Clearing Corp.)

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） 1,769,116 18,816,732

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
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
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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 1,769,116 P Q 18,816,732

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 365,008

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 20,220,840

保有潜在株券等の数

（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28年7月21日現在）
V 132,943,683

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
15.21

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
16.48

（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（％）

JPモルガン・アセット・マネジメント株式

会社
6,026,300 4.53

ジェー・ピー・モルガン・アセット・マネ

ジメント（ユーケー）リミテッド　

(JPMorgan Asset Management(UK)Limited)

3,835,200 2.88

ジェー・ピー・モルガン・インベストメン

ト・マネージメント・インク　(J.P.

Morgan Investment Management Inc.)

6,800,732 5.12

ジェー・エフ・アセット・マネジメント・

リミテッド　(JF Asset Management

Limited)

177,600 0.13

ジェー・ピー・モルガン・ホワイトフライ

ヤーズ・インク (J.P. Morgan Whitefriars

Inc.)

839,200 0.63

ジェー・ピー・モルガン・チェース・バン

ク・ナショナル・アソシエーション
1,976,900 1.49

JPモルガン証券株式会社 -800 0
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ジェー・ピー・モルガン・セキュリティー

ズ・ピーエルシー (J.P. Morgan

Securities plc)

379,808 0.29

ジェー・ピー・モルガン・クリアリング・

コーポレーション　(J.P.Morgan Clearing

Corp.)

185,900 0.14

合計 20,220,840 15.21
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