
【表紙】

【提出書類】 変更報告書No.26

【根拠条文】 法第27条の26第2項第3号

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 弁護士　森下　国彦

【住所又は本店所在地】 〒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

【報告義務発生日】 平成29年5月1日

【提出日】 平成29年5月11日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 5

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】 株式等保有割合が1％以上減少したこと
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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 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

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

 2/26



（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） 4,313,700

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 4,313,700

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 4,313,700

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29年5月1日現在）
V 129,443,683

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
3.33

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
3.36

（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29年3月3日 株券 300 0.00 市場内 処分

平成29年3月14日 株券 21,000 0.02 市場内 処分

平成29年3月15日 株券 16,200 0.01 市場内 処分

平成29年3月15日 株券 700 0.00 市場外 処分 1,871.80

平成29年3月17日 株券 19,200 0.01 市場内 処分

平成29年3月17日 株券 700 0.00 市場外 処分 1,871.80

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

 3/26



平成29年3月22日 株券 8,000 0.01 市場内 処分

平成29年3月23日 株券 1,300 0.00 市場内 処分

平成29年3月24日 株券 300 0.00 市場内 処分

平成29年3月27日 株券 1,600 0.00 市場内 処分

平成29年3月28日 株券 2,500 0.00 市場内 処分

平成29年3月28日 株券 100 0.00 市場外 処分 1,751.00

平成29年3月31日 株券 548,000 0.42 市場外 処分 資産移管

平成29年4月3日 株券 34,600 0.03 市場内 処分

平成29年4月11日 株券 100 0.00 市場内 処分

平成29年4月14日 株券 2,200 0.00 市場内 処分

平成29年4月18日 株券 2,300 0.00 市場内 処分

平成29年4月18日 株券 1,700 0.00 市場外 処分 1,611.92

平成29年4月19日 株券 900 0.00 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） 5,836,446

上記（Y）の内訳 顧客資金

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 5,836,446

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（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
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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） 1,681,300

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
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合計（株・口） O P Q 1,681,300

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 1,681,300

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29年5月1日現在）
V 129,443,683

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
1.30

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
1.52

（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29年3月8日 株券 200 0.00 市場内 処分

平成29年4月28日 株券 5,100 0.00 市場内 処分

平成29年4月28日 株券 281,700 0.22 市場外 処分 資産移管

（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） 2,397,363

上記（Y）の内訳 顧客資金

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 2,397,363

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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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。

（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） 4,374,400

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
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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 4,374,400

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 4,374,400

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29年5月1日現在）
V 129,443,683

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
3.38

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
3.82

（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

平成29年3月8日 株券 5,800 0.00 市場内 処分

平成29年3月15日 株券 2,300 0.00 市場内 処分

平成29年3月27日 株券 80,500 0.06 市場内 処分

平成29年3月27日 株券 26,000 0.02 市場外 処分 1,730.56

平成29年3月30日 株券 300 0.00 市場内 処分

平成29年4月4日 株券 10,800 0.01 市場外 処分 1,684.04

平成29年4月4日 株券 39,600 0.03 市場内 処分

平成29年4月5日 株券 2,200 0.00 市場内 処分

平成29年4月7日 株券 4,900 0.00 市場内 処分

平成29年4月10日 株券 200 0.00 市場内 処分

平成29年4月26日 株券 6,900 0.01 市場内 処分

平成29年4月28日 株券 1,300 0.00 市場内 処分
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平成29年4月28日 株券 507,832 0.39 市場外 処分 資産移管

（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） 5,579,880

上記（Y）の内訳 顧客資金

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 5,579,880

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（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
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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） 134,200

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

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 134,200

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 134,200

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29年5月1日現在）
V 129,443,683

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.10
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直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.10

（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29年3月23日 株券 4,200 0.00 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） 241,145

上記（Y）の内訳 顧客資金

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 241,145

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 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
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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。みなし共同保有者から除外する。

（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） 500

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 500 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 500

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U
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②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成29年5月1日現在）
V 129,443,683

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（％）
0.01

（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29年3月3日 株券 9,800 0.01 市場内 処分

平成29年3月3日 株券 5,000 0.00 市場外 処分 貸借取引

平成29年3月3日 株券 5,000 0.00 市場内 取得

平成29年3月6日 株券 3,600 0.00 市場内 処分

平成29年3月6日 株券 700 0.00 市場内 取得

平成29年3月6日 株券 1,900 0.00 市場外 取得 1,848.78

平成29年3月7日 株券 6,100 0.00 市場内 処分

平成29年3月7日 株券 2,700 0.00 市場外 処分 1,887.45

平成29年3月7日 株券 2,100 0.00 市場内 取得

平成29年3月8日 株券 18,600 0.01 市場内 処分

平成29年3月8日 株券 1,800 0.00 市場外 取得 1,856.08

平成29年3月8日 株券 14,400 0.01 市場内 取得

平成29年3月8日 株券 54,200 0.04 市場外 取得 貸借取引

平成29年3月9日 株券 178,234 0.14 市場外 処分 貸借取引

平成29年3月9日 株券 10,900 0.01 市場内 処分

平成29年3月9日 株券 1,000 0.00 市場外 処分 1,846.56

平成29年3月9日 株券 900 0.00 市場外 取得 貸借取引

平成29年3月9日 株券 25,000 0.02 市場内 取得

平成29年3月10日 株券 30,600 0.02 市場内 処分

平成29年3月10日 株券 2,700 0.00 市場外 処分 1,881.71

平成29年3月10日 株券 800 0.00 市場外 取得 1,873.88

平成29年3月10日 株券 2,400 0.00 市場外 取得 貸借取引

平成29年3月10日 株券 38,200 0.03 市場内 取得

平成29年3月13日 株券 134,300 0.10 市場外 処分 1,855.06

平成29年3月13日 株券 62,700 0.05 市場内 処分

平成29年3月13日 株券 4,000 0.00 市場内 取得

平成29年3月14日 株券 6,100 0.00 市場内 処分

平成29年3月14日 株券 500 0.00 市場外 処分 1,852.44
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平成29年3月14日 株券 1,300 0.00 市場外 取得 1,853.00

平成29年3月14日 株券 20,900 0.02 市場内 取得

平成29年3月15日 株券 8,400 0.01 市場内 処分

平成29年3月15日 株券 600 0.00 市場外 取得 1,830.37

平成29年3月15日 株券 23,300 0.02 市場内 取得

平成29年3月15日 株券 212,500 0.16 市場外 取得 貸借取引

平成29年3月16日 株券 5,000 0.00 市場内 処分

平成29年3月16日 株券 400 0.00 市場外 処分 1,880.00

平成29年3月16日 株券 1,300 0.00 市場外 取得 1,872.48

平成29年3月16日 株券 34,200 0.03 市場内 取得

平成29年3月17日 株券 4,900 0.00 市場内 処分

平成29年3月17日 株券 700 0.00 市場外 取得 1,875.00

平成29年3月17日 株券 2,300 0.00 市場内 取得

平成29年3月21日 株券 399,400 0.31 市場外 処分 貸借取引

平成29年3月21日 株券 23,600 0.02 市場内 処分

平成29年3月21日 株券 7,600 0.01 市場外 処分 1,853.07

平成29年3月21日 株券 400 0.00 市場外 取得 1,847.83

平成29年3月21日 株券 23,200 0.02 市場内 取得

平成29年3月22日 株券 17,100 0.01 市場内 処分

平成29年3月22日 株券 300 0.00 市場外 処分 1,793.00

平成29年3月22日 株券 1,900 0.00 市場外 取得 1,820.83

平成29年3月22日 株券 37,200 0.03 市場内 取得

平成29年3月23日 株券 8,800 0.01 市場内 処分

平成29年3月23日 株券 1,000 0.00 市場外 取得 1,770.60

平成29年3月23日 株券 6,400 0.00 市場内 取得

平成29年3月24日 株券 3,400 0.00 市場内 処分

平成29年3月24日 株券 800 0.00 市場外 取得 1,792.80

平成29年3月24日 株券 6,200 0.00 市場内 取得

平成29年3月27日 株券 5,100 0.00 市場内 処分

平成29年3月27日 株券 13,400 0.01 市場内 取得

平成29年3月28日 株券 30,715 0.02 市場外 処分 1,759.23

平成29年3月28日 株券 17,300 0.01 市場内 処分

平成29年3月28日 株券 700 0.00 市場外 取得 1,755.80

平成29年3月28日 株券 23,700 0.02 市場内 取得

平成29年3月29日 株券 538,100 0.42 市場内 処分

平成29年3月29日 株券 10,300 0.01 市場外 処分 1,748.38

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

14/26



平成29年3月29日 株券 18,100 0.01 市場内 取得

平成29年3月29日 株券 500,000 0.39 市場外 取得 1,755.83

平成29年3月30日 株券 38,400 0.03 市場内 処分

平成29年3月30日 株券 700 0.00 市場外 取得 1,727.69

平成29年3月30日 株券 25,415 0.02 市場外 取得 貸借取引

平成29年3月30日 株券 33,300 0.03 市場内 取得

平成29年3月31日 株券 27,600 0.02 市場内 処分

平成29年3月31日 株券 8,100 0.01 市場外 取得 1,737.46

平成29年3月31日 株券 28,700 0.02 市場内 取得

平成29年4月3日 株券 7,000 0.01 市場内 処分

平成29年4月3日 株券 25,800 0.02 市場内 取得

平成29年4月4日 株券 19,100 0.01 市場内 処分

平成29年4月4日 株券 100 0.00 市場外 処分 1,686.00

平成29年4月4日 株券 4,300 0.00 市場外 取得 1,710.00

平成29年4月4日 株券 11,600 0.01 市場内 取得

平成29年4月5日 株券 36,600 0.03 市場内 処分

平成29年4月5日 株券 100 0.00 市場外 処分 1,684.10

平成29年4月5日 株券 2,600 0.00 市場外 取得 1,684.00

平成29年4月5日 株券 9,000 0.01 市場内 取得

平成29年4月6日 株券 28,200 0.02 市場内 処分

平成29年4月6日 株券 1,100 0.00 市場外 取得 1,670.25

平成29年4月6日 株券 45,800 0.04 市場内 取得

平成29年4月7日 株券 26,900 0.02 市場内 処分

平成29年4月7日 株券 400 0.00 市場外 処分 1,701.80

平成29年4月7日 株券 3,700 0.00 市場内 取得

平成29年4月10日 株券 5,700 0.00 市場内 処分

平成29年4月10日 株券 100 0.00 市場外 処分 1,763.10

平成29年4月10日 株券 400 0.00 市場外 取得 1,760.48

平成29年4月10日 株券 26,400 0.02 市場内 取得

平成29年4月11日 株券 31,100 0.02 市場内 処分

平成29年4月11日 株券 1,100 0.00 市場外 処分 1,707.67

平成29年4月11日 株券 1,000 0.00 市場外 取得 1,707.88

平成29年4月11日 株券 6,500 0.01 市場外 取得 貸借取引

平成29年4月11日 株券 12,600 0.01 市場内 取得

平成29年4月12日 株券 14,100 0.01 市場内 処分

平成29年4月12日 株券 1,800 0.00 市場外 処分 1,660.00
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平成29年4月12日 株券 22,300 0.02 市場内 取得

平成29年4月13日 株券 10,800 0.01 市場内 処分

平成29年4月13日 株券 900 0.00 市場外 処分 1,660.00

平成29年4月13日 株券 500 0.00 市場外 取得 1,607.58

平成29年4月13日 株券 17,300 0.01 市場内 取得

平成29年4月14日 株券 102,330 0.08 市場外 処分 貸借取引

平成29年4月14日 株券 67,900 0.05 市場内 処分

平成29年4月14日 株券 1,200 0.00 市場外 処分 1,606.44

平成29年4月14日 株券 400 0.00 市場外 取得 1,621.45

平成29年4月14日 株券 28,300 0.02 市場内 取得

平成29年4月17日 株券 17,700 0.01 市場内 処分

平成29年4月17日 株券 900 0.00 市場外 処分 1,593.83

平成29年4月17日 株券 1,600 0.00 市場外 取得 1,606.18

平成29年4月17日 株券 12,200 0.01 市場内 取得

平成29年4月18日 株券 9,200 0.01 市場内 処分

平成29年4月18日 株券 700 0.00 市場外 処分 1,616.16

平成29年4月18日 株券 8,200 0.01 市場内 取得

平成29年4月19日 株券 14,000 0.01 市場内 処分

平成29年4月19日 株券 100 0.00 市場外 取得 1,587.00

平成29年4月19日 株券 21,100 0.02 市場内 取得

平成29年4月20日 株券 13,600 0.01 市場内 処分

平成29年4月20日 株券 500 0.00 市場外 取得 1,637.32

平成29年4月20日 株券 15,300 0.01 市場内 取得

平成29年4月21日 株券 28,900 0.02 市場内 処分

平成29年4月21日 株券 300 0.00 市場外 処分 1,650.40

平成29年4月21日 株券 25,900 0.02 市場内 取得

平成29年4月24日 株券 32,800 0.03 市場内 処分

平成29年4月24日 株券 300 0.00 市場外 処分 1,681.07

平成29年4月24日 株券 200 0.00 市場外 取得 1,702.50

平成29年4月24日 株券 18,700 0.01 市場内 取得

平成29年4月25日 株券 164,900 0.13 市場外 処分 貸借取引

平成29年4月25日 株券 5,900 0.00 市場内 処分

平成29年4月25日 株券 100 0.00 市場外 処分 1,705.10

平成29年4月25日 株券 200 0.00 市場外 取得 1,712.35

平成29年4月25日 株券 31,100 0.02 市場内 取得

平成29年4月26日 株券 7,000 0.01 市場内 処分
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平成29年4月26日 株券 100 0.00 市場外 処分 1,799.10

平成29年4月26日 株券 100 0.00 市場外 取得 1,811.80

平成29年4月26日 株券 10,100 0.01 市場内 取得

平成29年4月26日 株券 72,830 0.06 市場外 取得 貸借取引

平成29年4月27日 株券 48,300 0.04 市場内 処分

平成29年4月27日 株券 830 0.00 市場外 処分 貸借取引

平成29年4月27日 株券 900 0.00 市場外 取得 1,801.00

平成29年4月27日 株券 7,300 0.01 市場内 取得

平成29年4月28日 株券 11,000 0.01 市場内 処分

平成29年4月28日 株券 2,100 0.00 市場外 処分 1,839.82

平成29年4月28日 株券 100 0.00 市場外 取得 1,843.90

平成29年4月28日 株券 12,500 0.01 市場内 取得

平成29年5月1日 株券 9,900 0.01 市場内 処分

平成29年5月1日 株券 900 0.00 市場外 処分 1,857.00

平成29年5月1日 株券 4,100 0.00 市場内 取得

平成29年5月1日 株券 20,230 0.02 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 92,230株 借入 及び 5,000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） 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

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）
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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。みなし共同保有者から除外する。

（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） 125,330

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 125,330 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 125,330

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29年5月1日現在）
V 129,443,683

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.10

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.17

（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29年3月6日 株券 100 0.00 市場内 処分

平成29年3月7日 株券 78,000 0.06 市場外 取得 貸借取引

平成29年3月8日 株券 54,200 0.04 市場外 取得 貸借取引

平成29年3月9日 株券 178,234 0.14 市場外 処分 貸借取引

平成29年3月9日 株券 200 0.00 市場内 処分

平成29年3月15日 株券 243,900 0.19 市場外 処分 貸借取引

平成29年3月15日 株券 38,800 0.03 市場外 取得 貸借取引

平成29年3月16日 株券 49,000 0.04 市場外 処分 1,880.00

平成29年3月17日 株券 1,700 0.00 市場内 取得

平成29年3月21日 株券 399,400 0.31 市場外 処分 貸借取引

平成29年3月22日 株券 100 0.00 市場内 処分

平成29年3月22日 株券 49,000 0.04 市場外 取得 貸借取引

平成29年3月27日 株券 1,000 0.00 市場内 取得

平成29年3月28日 株券 600 0.00 市場内 取得

平成29年3月29日 株券 500 0.00 市場内 処分

平成29年3月31日 株券 900 0.00 市場内 取得
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平成29年4月4日 株券 200 0.00 市場内 取得

平成29年4月4日 株券 128,400 0.10 市場外 処分 貸借取引

平成29年4月5日 株券 1,400 0.00 市場内 取得

平成29年4月5日 株券 800 0.00 市場内 処分

平成29年4月6日 株券 7,000 0.01 市場外 取得 貸借取引

平成29年4月12日 株券 18,300 0.01 市場外 処分 貸借取引

平成29年4月14日 株券 2,700 0.00 市場内 処分

平成29年4月14日 株券 138,930 0.11 市場外 処分 貸借取引

平成29年4月18日 株券 49,000 0.04 市場内 取得

平成29年4月18日 株券 29,000 0.02 市場外 処分 貸借取引

平成29年4月19日 株券 100 0.00 市場内 処分

平成29年4月19日 株券 43,000 0.03 市場外 処分 貸借取引

平成29年4月20日 株券 1,700 0.00 市場外 処分 貸借取引

平成29年4月21日 株券 48,000 0.04 市場外 処分 貸借取引

平成29年4月24日 株券 100 0.00 市場内 取得

平成29年4月24日 株券 60,000 0.05 市場外 処分 貸借取引

平成29年4月25日 株券 98,770 0.08 市場外 処分 貸借取引

平成29年4月26日 株券 100 0.00 市場内 取得

平成29年4月26日 株券 67,430 0.05 市場外 取得 貸借取引

平成29年4月27日 株券 200 0.00 市場内 取得

平成29年4月27日 株券 200 0.00 市場内 処分

平成29年4月27日 株券 5,000 0.00 市場外 取得 貸借取引

平成29年4月28日 株券 35,200 0.03 市場外 取得 貸借取引

平成29年5月1日 株券 9,000 0.01 市場外 処分 貸借取引

（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 INTEGRATED CORE STRATEGIES 12,500株 貸付

消費貸借契約 BLACKROCK 14,200株 借入、CITIBANK NORGES PENSION (TP) 21,600株 借入、JPモルガン証券株式会社 5,000株

借入 及び 92,230株 貸付、NORTHERN TRUST (TP) 4,600株 借入、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエル

シー 930株 借入 及び ※3,830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 66,500株 借入 及び

24,900株 貸付

※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・エルエルシー ※3,830株 貸付」は、

この取引の相手方である、7[提出者（大量保有者）／7] ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（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・セキュリティーズ・

ピーエルシー ※2,930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・セキュリティーズ・エルエルシーはその口座の

性質上、受渡日に保有を反映していることから900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） 20,239
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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） 20,239

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

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

Securities LLC)

住所又は本店所在地
アメリカ合衆国　ニューヨーク州　10179　ニューヨーク市　マディソン・ア

ベニュー383番地

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12日

代表者氏名 ジェフリー・エム・リップマン

代表者役職 シニア・ヴァイス・プレジデント兼秘書役

事業内容 証券業

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】

有価証券関連業務の一部としてのトレーディング等を目的として保有している。みなし共同保有者から除外する。
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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） 26,130

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 26,130 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 26,130

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29年5月1日現在）
V 129,443,683

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.02

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.27

（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29年3月3日 株券 2,800 0.00 市場外 取得 貸借取引
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平成29年3月3日 株券 4,900 0.00 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29年3月6日 株券 5,100 0.00 市場外 処分 貸借取引

平成29年3月7日 株券 200 0.00 市場外 取得 貸借取引

平成29年3月8日 株券 3,500 0.00 市場外 処分 貸借取引

平成29年3月8日 株券 3,200 0.00 市場外 取得 口座間の振替

平成29年3月9日 株券 100 0.00 市場外 取得 貸借取引

平成29年3月15日 株券 2,500 0.00 市場外 処分 口座間の振替

平成29年3月17日 株券 400 0.00 市場外 処分 口座間の振替

平成29年3月21日 株券 100 0.00 市場外 処分 口座間の振替

平成29年3月22日 株券 100 0.00 市場外 処分 口座間の振替

平成29年3月23日 株券 100 0.00 市場外 処分 口座間の振替

平成29年3月27日 株券 2,100 0.00 市場外 取得 口座間の振替

平成29年3月28日 株券 900 0.00 市場外 処分 口座間の振替

平成29年3月29日 株券 1,900 0.00 市場外 取得 口座間の振替

平成29年3月30日 株券 600 0.00 市場外 取得 口座間の振替

平成29年3月31日 株券 1,500 0.00 市場外 取得 口座間の振替

平成29年4月4日 株券 7,300 0.01 市場外 処分 口座間の振替

平成29年4月5日 株券 2,100 0.00 市場外 処分 口座間の振替

平成29年4月6日 株券 13,100 0.01 市場外 取得 口座間の振替

平成29年4月6日 株券 100,000 0.08 市場外 処分 貸借取引

平成29年4月7日 株券 1,300 0.00 市場外 処分 口座間の振替

平成29年4月11日 株券 3,700 0.00 市場外 処分 口座間の振替

平成29年4月12日 株券 500 0.00 市場外 取得 口座間の振替

平成29年4月13日 株券 500 0.00 市場外 処分 口座間の振替

平成29年4月17日 株券 124,000 0.10 市場外 処分 貸借取引

平成29年4月18日 株券 3,800 0.00 市場外 処分 口座間の振替

平成29年4月18日 株券 2,200 0.00 市場外 取得 貸借取引

平成29年4月19日 株券 11,200 0.01 市場外 処分 貸借取引

平成29年4月20日 株券 1,800 0.00 市場外 処分 口座間の振替

平成29年4月20日 株券 17,200 0.01 市場外 処分 貸借取引

平成29年4月21日 株券 17,800 0.01 市場外 処分 貸借取引

平成29年4月24日 株券 200 0.00 市場外 取得 口座間の振替

平成29年4月24日 株券 20,900 0.02 市場外 処分 貸借取引

平成29年4月25日 株券 18,000 0.01 市場外 処分 貸借取引
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平成29年4月26日 株券 6,700 0.01 市場外 取得 口座間の振替

平成29年4月26日 株券 18,600 0.01 市場外 処分 貸借取引

平成29年4月27日 株券 300 0.00 市場外 処分 口座間の振替

平成29年4月28日 株券 430 0.00 市場外 取得 貸借取引

平成29年5月1日 株券 700 0.00 市場外 処分 口座間の振替

平成29年5月1日 株券 2,500 0.00 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】

プライムブローカレッジ契約 PAN ASIA OPPORTUNITIES MASTER 3,600株 貸付

消費貸借契約 JPMS LLC STOCK & LOAN OMNIBUS 21,600株 貸付、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー

930株 貸付 及び ※2,930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 ※2,930株 借入」は、

この取引の相手方である、6[提出者（大量保有者）／6] 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・セキュリティーズ・エ

ルエルシー ※3,830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・セキュリティーズ・エルエルシーはその口座の性

質上、受渡日に保有を反映していることから900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） 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・チェース・バンク・ナショナル・アソシエーション
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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） 11,733,100

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 P Q 11,733,100

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 11,733,100

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29年5月1日現在）
V 129,443,683

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
9.06

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
10.21

（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
4,313,700 3.33

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)

1,681,300 1.30
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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.)

4,374,400 3.38

ジェー・エフ・アセット・マネジメント・

リミテッド　(JF Asset Management

Limited)

134,200 0.10

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
1,229,500 0.95

合計 11,733,100 9.06

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)
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