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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

２【提出者に関する事項】

1【提出者（大量保有者）／1】

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

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【提出者（大量保有者）／2】

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

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

3【提出者（大量保有者）／3】

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

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

4【提出者（大量保有者）／4】

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
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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

5【提出者（大量保有者）／5】

個人・法人の別 法人（リミテッド・ライアビリティ・カンパニー）

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・エルエルシー　（J.P. Morgan
Whitefriars LLC)

住所又は本店所在地
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

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

6【提出者（大量保有者）／6】

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

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

7【提出者（大量保有者）／7】

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

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

8【提出者（大量保有者）／8】

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

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
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9【提出者（大量保有者）／9】※平成28年10月に消滅しております。

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.)

住所又は本店所在地
アメリカ合衆国　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

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

３【訂正事項】

訂正される報告書名 変更報告書No.13

訂正される報告書の報告義務発生日 平成28年1月18日

訂正箇所 下記を参照下さい。訂正があった取引に下線を引いております。

第２〔提出者に関する事項〕

７提出者（大量保有者）／７

JPモルガン証券株式会社

（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〕

[訂正前]
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27年11月20日 株券 68,000 0.05 市場内 処分

平成27年11月20日 株券 2,400 0 市場外 処分 1,601.75

平成27年11月20日 株券 2,800 0 市場内 取得

平成27年11月20日 株券 18,400 0.01 市場外 取得 貸借取引

平成27年11月24日 株券 21,100 0.02 市場内 処分

平成27年11月24日 株券 1,700 0 市場外 処分 1,645.12

平成27年11月24日 株券 78 0 市場外 取得 1,628.00

平成27年11月24日 株券 1,900 0 市場内 取得

平成27年11月24日 株券 61,900 0.05 市場外 取得 貸借取引

平成27年11月25日 株券 2,200 0 市場内 処分

平成27年11月25日 株券 400 0 市場外 処分 1,661.38

平成27年11月25日 株券 800 0 市場外 取得 1,662.06

平成27年11月25日 株券 10,200 0.01 市場内 取得

平成27年11月25日 株券 24,422 0.02 市場外 取得 貸借取引

平成27年11月26日 株券 4,500 0 市場内 処分

平成27年11月26日 株券 1,100 0 市場外 処分 1,681.51

平成27年11月26日 株券 400 0 市場外 取得 1,669.00

平成27年11月26日 株券 5,800 0 市場内 取得

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)

訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書）

 4/12



平成27年11月27日 株券 1,200 0 市場外 処分 1,671.43

平成27年11月27日 株券 300 0 市場外 取得 1,670.93

平成27年11月27日 株券 7,900 0.01 市場内 取得

平成27年11月30日 株券 8,700 0.01 市場内 処分

平成27年11月30日 株券 5,500 0 市場外 処分 1,674.97

平成27年11月30日 株券 1,900 0 市場内 取得

平成27年11月30日 株券 5,700 0 市場外 取得 1,675.21

平成27年12月1日 株券 3,500 0 市場内 処分

平成27年12月1日 株券 3,100 0 市場外 処分 1,694.05

平成27年12月1日 株券 1,500 0 市場外 取得 1,688.93

平成27年12月1日 株券 22,400 0.02 市場内 取得

平成27年12月2日 株券 7,300 0.01 市場内 処分

平成27年12月2日 株券 2,900 0 市場外 処分 1,689.96

平成27年12月2日 株券 1,400 0 市場内 取得

平成27年12月3日 株券 36,100 0.03 市場外 処分 1,676.14

平成27年12月3日 株券 300 0 市場内 処分

平成27年12月3日 株券 1,400 0 市場外 取得 1,682.76

平成27年12月3日 株券 6,600 0 市場内 取得

平成27年12月4日 株券 33,200 0.02 市場内 処分

平成27年12月4日 株券 3,900 0 市場外 処分 1,653.96

平成27年12月4日 株券 9,000 0.01 市場内 取得

平成27年12月4日 株券 300,200 0.23 市場外 取得 1,654.00

平成27年12月4日 株券 13,300 0.01 市場外 取得 貸借取引

平成27年12月7日 株券 8,000 0.01 市場内 処分

平成27年12月7日 株券 600 0 市場外 処分 1,692.47

平成27年12月7日 株券 3,400 0 市場外 取得 1,684.24

平成27年12月7日 株券 11,800 0.01 市場内 取得

平成27年12月7日 株券 11,287 0.01 市場外 処分 貸借取引

平成27年12月8日 株券 10,100 0.01 市場内 処分

平成27年12月8日 株券 1,400 0 市場外 処分 1,629.07

平成27年12月8日 株券 7,400 0.01 市場内 取得

平成27年12月8日 株券 35,700 0.03 市場外 処分 貸借取引

平成27年12月9日 株券 10,800 0.01 市場内 処分

平成27年12月9日 株券 1,700 0 市場外 取得 1,642.84

平成27年12月9日 株券 11,800 0.01 市場内 取得

平成27年12月9日 株券 32,000 0.02 市場外 取得 貸借取引

平成27年12月9日 株券 32,000 0.02 市場外 処分 貸借取引

平成27年12月10日 株券 9,000 0.01 市場内 処分

平成27年12月10日 株券 200 0 市場外 処分 1,583.75
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平成27年12月10日 株券 21,200 0.02 市場内 取得

平成27年12月10日 株券 61,900 0.05 市場外 取得 貸借取引

平成27年12月10日 株券 61,900 0.05 市場外 処分 貸借取引

平成27年12月11日 株券 13,400 0.01 市場内 処分

平成27年12月11日 株券 200 0 市場外 処分 1,580.55

平成27年12月11日 株券 36,500 0.03 市場内 取得

平成27年12月11日 株券 105,287 0.08 市場外 取得 貸借取引

平成27年12月11日 株券 42,000 0.03 市場外 処分 貸借取引

平成27年12月14日 株券 11,000 0.01 市場内 処分

平成27年12月14日 株券 100 0 市場外 処分 1,531.00

平成27年12月14日 株券 800 0 市場外 取得 1,590.00

平成27年12月14日 株券 18,500 0.01 市場内 取得

平成27年12月14日 株券 39,900 0.03 市場外 取得 貸借取引

平成27年12月14日 株券 37,000 0.03 市場外 処分 貸借取引

平成27年12月15日 株券 15,000 0.01 市場内 処分

平成27年12月15日 株券 700 0 市場外 処分 1,500.49

平成27年12月15日 株券 16,300 0.01 市場内 取得

平成27年12月15日 株券 218,000 0.16 市場外 取得 1,458.00

平成27年12月16日 株券 13,600 0.01 市場内 処分

平成27年12月16日 株券 200 0 市場外 処分 1,489.83

平成27年12月16日 株券 11,200 0.01 市場外 取得 1,476.20

平成27年12月16日 株券 52,700 0.04 市場内 取得

平成27年12月17日 株券 3,700 0 市場内 処分

平成27年12月17日 株券 1,200 0 市場外 処分 1,483.38

平成27年12月17日 株券 100 0 市場外 取得 1,498.90

平成27年12月17日 株券 15,600 0.01 市場内 取得

平成27年12月18日 株券 2,000 0 市場内 処分

平成27年12月18日 株券 1,000 0 市場外 取得 1,437.78

平成27年12月18日 株券 10,800 0.01 市場内 取得

平成27年12月21日 株券 20,600 0.02 市場内 処分

平成27年12月21日 株券 100 0 市場外 処分 1,427.00

平成27年12月21日 株券 2,400 0 市場外 取得 1,421.24

平成27年12月21日 株券 30,100 0.02 市場内 取得

平成27年12月22日 株券 200 0 市場内 処分

平成27年12月22日 株券 4,400 0 市場外 取得 1,424.62

平成27年12月22日 株券 43,000 0.03 市場内 取得

平成27年12月24日 株券 7,400 0.01 市場内 処分

平成27年12月24日 株券 10,300 0.01 市場内 取得

平成27年12月24日 株券 15,370 0.01 市場外 取得 1,416.07
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平成27年12月25日 株券 8,900 0.01 市場内 処分

平成27年12月25日 株券 100 0 市場外 取得 1,399.00

平成27年12月25日 株券 5,600 0 市場内 取得

平成27年12月28日 株券 5,700 0 市場外 取得 1,393.12

平成27年12月28日 株券 33,400 0.03 市場内 取得

平成27年12月28日 株券 195,200 0.15 市場外 処分 貸借取引

平成27年12月29日 株券 30,500 0.02 市場内 処分

平成27年12月29日 株券 3,400 0 市場外 取得 1,427.98

平成27年12月29日 株券 14,300 0.01 市場内 取得

平成27年12月29日 株券 91,913 0.07 市場外 取得 貸借取引

平成27年12月30日 株券 9,100 0.01 市場内 処分

平成27年12月30日 株券 600 0 市場外 処分 1,423.13

平成27年12月30日 株券 16,100 0.01 市場内 取得

平成28年1月4日 株券 14,470 0.01 市場外 処分 1,382.99

平成28年1月4日 株券 12,600 0.01 市場内 処分

平成28年1月4日 株券 2,400 0 市場外 取得 1,385.36

平成28年1月4日 株券 23,000 0.02 市場内 取得

平成28年1月4日 株券 5,200 0 市場外 処分 貸借取引

平成28年1月5日 株券 3,500 0 市場内 処分

平成28年1月5日 株券 1,200 0 市場外 取得 1,351.39

平成28年1月5日 株券 22,800 0.02 市場内 取得

平成28年1月6日 株券 36,800 0.03 市場内 処分

平成28年1月6日 株券 100 0 市場外 処分 1,334.20

平成28年1月6日 株券 300 0 市場内 取得

平成28年1月7日 株券 28,200 0.02 市場内 処分

平成28年1月7日 株券 900 0 市場外 処分 1,287.44

平成28年1月7日 株券 1,400 0 市場外 取得 1,279.76

平成28年1月7日 株券 29,500 0.02 市場内 取得

平成28年1月8日 株券 17,200 0.01 市場内 処分

平成28年1月8日 株券 2,000 0 市場外 処分 1,261.70

平成28年1月8日 株券 100 0 市場外 取得 1,265.00

平成28年1月8日 株券 16,100 0.01 市場内 取得

平成28年1月12日 株券 9,700 0.01 市場内 処分

平成28年1月12日 株券 400 0 市場外 処分 1,201.63

平成28年1月12日 株券 1,200 0 市場外 取得 1,201.27

平成28年1月12日 株券 6,500 0 市場内 取得

平成28年1月13日 株券 19,800 0.01 市場内 処分

平成28年1月13日 株券 100 0 市場外 処分 1,265.10

平成28年1月13日 株券 1,400 0 市場内 取得
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平成28年1月14日 株券 7,300 0.01 市場内 処分

平成28年1月14日 株券 600 0 市場外 処分 1,211.02

平成28年1月14日 株券 3,000 0 市場内 取得

平成28年1月15日 株券 3,500 0 市場内 処分

平成28年1月15日 株券 1,000 0 市場外 取得 1,180.87

平成28年1月15日 株券 21,800 0.02 市場内 取得

平成28年1月18日 株券 4,400 0 市場内 処分

平成28年1月18日 株券 3,000 0 市場外 取得 1,140.55

平成28年1月18日 株券 40,500 0.03 市場内 取得

[訂正後]
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27年11月20日 株券 68,000 0.05 市場内 処分

平成27年11月20日 株券 2,400 0 市場外 処分 1,601.75

平成27年11月20日 株券 2,800 0 市場内 取得

平成27年11月20日 株券 18,400 0.01 市場外 取得 貸借取引

平成27年11月24日 株券 20,700 0.02 市場内 処分

平成27年11月24日 株券 2,100 0 市場外 処分 1,649.00

平成27年11月24日 株券 78 0 市場外 取得 1,628.00

平成27年11月24日 株券 1,900 0 市場内 取得

平成27年11月24日 株券 61,900 0.05 市場外 取得 貸借取引

平成27年11月25日 株券 2,200 0 市場内 処分

平成27年11月25日 株券 400 0 市場外 処分 1,661.38

平成27年11月25日 株券 800 0 市場外 取得 1,662.06

平成27年11月25日 株券 10,200 0.01 市場内 取得

平成27年11月25日 株券 24,422 0.02 市場外 取得 貸借取引

平成27年11月26日 株券 4,500 0 市場内 処分

平成27年11月26日 株券 1,100 0 市場外 処分 1,681.51

平成27年11月26日 株券 400 0 市場外 取得 1,669.00

平成27年11月26日 株券 5,800 0 市場内 取得

平成27年11月27日 株券 1,200 0 市場外 処分 1,671.43

平成27年11月27日 株券 300 0 市場外 取得 1,670.93

平成27年11月27日 株券 7,900 0.01 市場内 取得

平成27年11月30日 株券 8,700 0.01 市場内 処分

平成27年11月30日 株券 5,500 0 市場外 処分 1,674.97

平成27年11月30日 株券 1,800 0 市場内 取得

平成27年11月30日 株券 5,800 0 市場外 取得 1,675.22

平成27年12月1日 株券 3,500 0 市場内 処分

平成27年12月1日 株券 3,100 0 市場外 処分 1,694.05

平成27年12月1日 株券 1,500 0 市場外 取得 1,688.93
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平成27年12月1日 株券 22,400 0.02 市場内 取得

平成27年12月2日 株券 6,800 0.01 市場内 処分

平成27年12月2日 株券 3,400 0 市場外 処分 1,688.28

平成27年12月2日 株券 1,400 0 市場内 取得

平成27年12月3日 株券 36,100 0.03 市場外 処分 1,676.14

平成27年12月3日 株券 300 0 市場内 処分

平成27年12月3日 株券 1,400 0 市場外 取得 1,682.76

平成27年12月3日 株券 6,600 0 市場内 取得

平成27年12月4日 株券 33,200 0.02 市場内 処分

平成27年12月4日 株券 3,900 0 市場外 処分 1,653.96

平成27年12月4日 株券 9,000 0.01 市場内 取得

平成27年12月4日 株券 300,200 0.23 市場外 取得 1,654.00

平成27年12月4日 株券 13,300 0.01 市場外 取得 貸借取引

平成27年12月7日 株券 8,000 0.01 市場内 処分

平成27年12月7日 株券 600 0 市場外 処分 1,692.47

平成27年12月7日 株券 3,400 0 市場外 取得 1,684.24

平成27年12月7日 株券 11,800 0.01 市場内 取得

平成27年12月7日 株券 11,287 0.01 市場外 処分 貸借取引

平成27年12月8日 株券 10,100 0.01 市場内 処分

平成27年12月8日 株券 1,400 0 市場外 処分 1,629.07

平成27年12月8日 株券 7,400 0.01 市場内 取得

平成27年12月8日 株券 35,700 0.03 市場外 処分 貸借取引

平成27年12月9日 株券 1,000 0 市場外 処分 1,645.90

平成27年12月9日 株券 9,800 0.01 市場内 処分

平成27年12月9日 株券 1,700 0 市場外 取得 1,642.84

平成27年12月9日 株券 11,800 0.01 市場内 取得

平成27年12月9日 株券 32,000 0.02 市場外 取得 貸借取引

平成27年12月9日 株券 32,000 0.02 市場外 処分 貸借取引

平成27年12月10日 株券 9,000 0.01 市場内 処分

平成27年12月10日 株券 200 0 市場外 処分 1,583.75

平成27年12月10日 株券 1,400 0 市場外 取得 1,588.32

平成27年12月10日 株券 19,800 0.01 市場内 取得

平成27年12月10日 株券 61,900 0.05 市場外 取得 貸借取引

平成27年12月10日 株券 61,900 0.05 市場外 処分 貸借取引

平成27年12月11日 株券 13,400 0.01 市場内 処分

平成27年12月11日 株券 200 0 市場外 処分 1,580.55

平成27年12月11日 株券 36,500 0.03 市場内 取得

平成27年12月11日 株券 105,287 0.08 市場外 取得 貸借取引

平成27年12月11日 株券 42,000 0.03 市場外 処分 貸借取引
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平成27年12月14日 株券 11,000 0.01 市場内 処分

平成27年12月14日 株券 100 0 市場外 処分 1,531.00

平成27年12月14日 株券 800 0 市場外 取得 1,590.00

平成27年12月14日 株券 18,500 0.01 市場内 取得

平成27年12月14日 株券 39,900 0.03 市場外 取得 貸借取引

平成27年12月14日 株券 37,000 0.03 市場外 処分 貸借取引

平成27年12月15日 株券 15,000 0.01 市場内 処分

平成27年12月15日 株券 700 0 市場外 処分 1,500.49

平成27年12月15日 株券 16,300 0.01 市場内 取得

平成27年12月15日 株券 218,000 0.16 市場外 取得 1,458.00

平成27年12月16日 株券 13,600 0.01 市場内 処分

平成27年12月16日 株券 200 0 市場外 処分 1,489.83

平成27年12月16日 株券 11,200 0.01 市場外 取得 1,476.20

平成27年12月16日 株券 52,700 0.04 市場内 取得

平成27年12月17日 株券 3,700 0 市場内 処分

平成27年12月17日 株券 1,200 0 市場外 処分 1,483.38

平成27年12月17日 株券 3,100 0 市場外 取得 1,502.48

平成27年12月17日 株券 12,600 0.01 市場内 取得

平成27年12月18日 株券 2,000 0 市場内 処分

平成27年12月18日 株券 1,000 0 市場外 取得 1,437.78

平成27年12月18日 株券 10,800 0.01 市場内 取得

平成27年12月21日 株券 20,500 0.02 市場内 処分

平成27年12月21日 株券 200 0 市場外 処分 1,431.40

平成27年12月21日 株券 2,400 0 市場外 取得 1,421.24

平成27年12月21日 株券 30,100 0.02 市場内 取得

平成27年12月22日 株券 100 0 市場外 処分 1,437.00

平成27年12月22日 株券 100 0 市場内 処分

平成27年12月22日 株券 6,600 0 市場外 取得 1,423.75

平成27年12月22日 株券 40,800 0.03 市場内 取得

平成27年12月24日 株券 7,400 0.01 市場内 処分

平成27年12月24日 株券 10,300 0.01 市場内 取得

平成27年12月24日 株券 15,370 0.01 市場外 取得 1,416.07

平成27年12月25日 株券 8,900 0.01 市場内 処分

平成27年12月25日 株券 100 0 市場外 取得 1,399.00

平成27年12月25日 株券 5,600 0 市場内 取得

平成27年12月28日 株券 7,500 0.01 市場外 取得 1,393.33

平成27年12月28日 株券 31,600 0.02 市場内 取得

平成27年12月28日 株券 195,200 0.15 市場外 処分 貸借取引

平成27年12月29日 株券 30,500 0.02 市場内 処分
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平成27年12月29日 株券 5,000 0 市場外 取得 1,427.37

平成27年12月29日 株券 12,700 0.01 市場内 取得

平成27年12月29日 株券 91,913 0.07 市場外 取得 貸借取引

平成27年12月30日 株券 9,000 0.01 市場内 処分

平成27年12月30日 株券 700 0 市場外 処分 1,423.11

平成27年12月30日 株券 16,100 0.01 市場内 取得

平成28年1月4日 株券 14,570 0.01 市場外 処分 1,382.99

平成28年1月4日 株券 12,500 0.01 市場内 処分

平成28年1月4日 株券 2,400 0 市場外 取得 1,385.36

平成28年1月4日 株券 23,000 0.02 市場内 取得

平成28年1月4日 株券 5,200 0 市場外 処分 貸借取引

平成28年1月5日 株券 3,500 0 市場内 処分

平成28年1月5日 株券 1,200 0 市場外 取得 1,351.39

平成28年1月5日 株券 22,800 0.02 市場内 取得

平成28年1月6日 株券 36,800 0.03 市場内 処分

平成28年1月6日 株券 100 0 市場外 処分 1,334.20

平成28年1月6日 株券 100 0 市場外 取得 1,335.90

平成28年1月6日 株券 200 0 市場内 取得

平成28年1月7日 株券 28,200 0.02 市場内 処分

平成28年1月7日 株券 900 0 市場外 処分 1,287.44

平成28年1月7日 株券 3,900 0 市場外 取得 1,275.49

平成28年1月7日 株券 27,000 0.02 市場内 取得

平成28年1月8日 株券 17,200 0.01 市場内 処分

平成28年1月8日 株券 2,000 0 市場外 処分 1,261.70

平成28年1月8日 株券 100 0 市場外 取得 1,265.00

平成28年1月8日 株券 16,100 0.01 市場内 取得

平成28年1月12日 株券 9,700 0.01 市場内 処分

平成28年1月12日 株券 400 0 市場外 処分 1,201.63

平成28年1月12日 株券 1,200 0 市場外 取得 1,201.27

平成28年1月12日 株券 6,500 0 市場内 取得

平成28年1月13日 株券 19,800 0.01 市場内 処分

平成28年1月13日 株券 100 0 市場外 処分 1,265.10

平成28年1月13日 株券 100 0 市場外 取得 1,262.10

平成28年1月13日 株券 1,300 0 市場内 取得

平成28年1月14日 株券 6,200 0 市場内 処分

平成28年1月14日 株券 1,700 0 市場外 処分 1,215.36

平成28年1月14日 株券 300 0 市場外 取得 1,212.10

平成28年1月14日 株券 2,700 0 市場内 取得

平成28年1月15日 株券 3,500 0 市場内 処分
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平成28年1月15日 株券 1,000 0 市場外 取得 1,180.87

平成28年1月15日 株券 21,800 0.02 市場内 取得

平成28年1月18日 株券 2,800 0 市場外 処分 1,185.00

平成28年1月18日 株券 1,600 0 市場内 処分

平成28年1月18日 株券 3,300 0 市場外 取得 1,140.41

平成28年1月18日 株券 40,200 0.03 市場内 取得
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