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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 カルビー株式会社

証券コード 2229

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 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社

住所又は本店所在地
東京都千代田区大手町一丁目9番7号大手町フィナンシャルシティサウスタ

ワー

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08年05月01日

代表者氏名 ジョナサン・キンドレッド

代表者役職 代表取締役社長

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

〒 100-8104

東京都千代田区大手町一丁目9番7号大手町フィナンシャルシティサウスタ

ワー

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社

法務・コンプライアンス本部　馬嶋　華子

電話番号 03-6836-5600

（２）【保有目的】

証券業務等にかかる保有

（３）【重要提案行為等】

該当なし

EDINET提出書類

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社(E10802)

変更報告書

 2/30



（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） 910,304

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 910,304 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 819,901

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 90,403

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30年09月12日現在）
V 133,915,800

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.07

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.02

（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30年07月17日 普通株 53,200 0.04 市場内 取得

平成30年07月17日 普通株 4,200 0.00 市場内 処分

平成30年07月17日 普通株 13,400 0.01 市場外 取得 4,122.31
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平成30年07月17日 普通株 16 0.00 市場外 処分 4,180.84

平成30年07月18日 普通株 60,900 0.05 市場内 取得

平成30年07月18日 普通株 5,700 0.00 市場内 処分

平成30年07月18日 普通株 200 0.00 市場外 処分 4,115

平成30年07月19日 普通株 65,200 0.05 市場内 取得

平成30年07月19日 普通株 3,500 0.00 市場内 処分

平成30年07月19日 普通株 14,600 0.01 市場外 取得 3,987.05

平成30年07月19日 普通株 200 0.00 市場外 処分 3,955

平成30年07月20日 普通株 56,200 0.04 市場内 取得

平成30年07月20日 普通株 1,900 0.00 市場内 処分

平成30年07月20日 普通株 1,516 0.00 市場外 処分 3,980.71

平成30年07月20日 普通株 19,000 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年07月23日 普通株 24,400 0.02 市場内 取得

平成30年07月23日 普通株 9,700 0.01 市場内 処分

平成30年07月23日 普通株 100 0.00 市場外 取得 3,990

平成30年07月23日 普通株 100 0.00 市場外 処分 4,035

平成30年07月23日 普通株 1,200 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年07月24日 普通株 21,600 0.02 市場内 取得

平成30年07月24日 普通株 8,400 0.01 市場内 処分

平成30年07月24日 普通株 1,600 0.00 市場外 取得 3,955

平成30年07月24日 普通株 200 0.00 市場外 処分 4,050

平成30年07月24日 普通株 16,800 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年07月25日 普通株 13,300 0.01 市場内 取得

平成30年07月25日 普通株 7,800 0.01 市場内 処分

平成30年07月25日 普通株 1,500 0.00 市場外 取得 3,950

平成30年07月25日 普通株 2,100 0.00 市場外 処分 3,960

平成30年07月25日 普通株 49,100 0.04 市場外 処分 貸借

平成30年07月26日 普通株 33,500 0.03 市場内 取得

平成30年07月26日 普通株 3,300 0.00 市場内 処分

平成30年07月26日 普通株 100 0.00 市場外 取得 4,010

平成30年07月26日 普通株 200 0.00 市場外 処分 3,967.5

平成30年07月26日 普通株 34,500 0.03 市場外 処分 貸借

平成30年07月27日 普通株 8,100 0.01 市場内 取得

平成30年07月27日 普通株 8,900 0.01 市場内 処分

平成30年07月27日 普通株 200 0.00 市場外 取得 4,000

平成30年07月27日 普通株 4,400 0.00 市場外 取得 貸借
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平成30年07月27日 普通株 12,500 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年07月30日 普通株 72,600 0.05 市場内 取得

平成30年07月30日 普通株 144,400 0.11 市場内 処分

平成30年07月30日 普通株 400 0.00 市場外 取得 3,671.25

平成30年07月30日 普通株 1,316 0.00 市場外 処分 3,698.04

平成30年07月30日 普通株 138,800 0.10 市場外 取得 貸借

平成30年07月30日 普通株 68,300 0.05 市場外 処分 貸借

平成30年07月31日 普通株 51,700 0.04 市場内 取得

平成30年07月31日 普通株 41,400 0.03 市場内 処分

平成30年07月31日 普通株 700 0.00 市場外 取得 3,677

平成30年07月31日 普通株 1,416 0.00 市場外 処分 3,698.1

平成30年07月31日 普通株 163,400 0.12 市場外 処分 貸借

平成30年08月01日 普通株 49,300 0.04 市場内 取得

平成30年08月01日 普通株 16,000 0.01 市場内 処分

平成30年08月01日 普通株 1,300 0.00 市場外 取得 3,640

平成30年08月01日 普通株 500 0.00 市場外 処分 3,670

平成30年08月01日 普通株 234,055 0.17 市場外 取得 貸借

平成30年08月01日 普通株 18,500 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年08月02日 普通株 17,100 0.01 市場内 取得

平成30年08月02日 普通株 27,100 0.02 市場内 処分

平成30年08月02日 普通株 1,800 0.00 市場外 取得 3,650

平成30年08月02日 普通株 2,132 0.00 市場外 処分 3,670.94

平成30年08月02日 普通株 14,433 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年08月02日 普通株 217,933 0.16 市場外 処分 貸借

平成30年08月03日 普通株 47,500 0.04 市場内 取得

平成30年08月03日 普通株 15,400 0.01 市場内 処分

平成30年08月03日 普通株 13,600 0.01 市場外 取得 3,666.37

平成30年08月03日 普通株 200 0.00 市場外 処分 3,690

平成30年08月03日 普通株 200 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年08月03日 普通株 11,200 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年08月06日 普通株 12,000 0.01 市場内 取得

平成30年08月06日 普通株 98,100 0.07 市場内 処分

平成30年08月06日 普通株 70,200 0.05 市場外 取得 3,652.08

平成30年08月06日 普通株 200 0.00 市場外 処分 3,660

平成30年08月06日 普通株 200 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年08月06日 普通株 50,000 0.04 市場外 処分 貸借
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平成30年08月07日 普通株 26,800 0.02 市場内 取得

平成30年08月07日 普通株 20,300 0.02 市場内 処分

平成30年08月07日 普通株 900 0.00 市場外 取得 3,660

平成30年08月07日 普通株 200 0.00 市場外 処分 3,630

平成30年08月07日 普通株 900 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年08月08日 普通株 30,300 0.02 市場内 取得

平成30年08月08日 普通株 11,400 0.01 市場内 処分

平成30年08月08日 普通株 100 0.00 市場外 取得 3,660

平成30年08月08日 普通株 28,900 0.02 市場外 取得 貸借

平成30年08月09日 普通株 14,300 0.01 市場内 取得

平成30年08月09日 普通株 11,800 0.01 市場内 処分

平成30年08月09日 普通株 600 0.00 市場外 取得 3,595

平成30年08月09日 普通株 200 0.00 市場外 処分 3,620

平成30年08月09日 普通株 1,400 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年08月09日 普通株 3,900 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年08月10日 普通株 57,400 0.04 市場内 取得

平成30年08月10日 普通株 7,300 0.01 市場内 処分

平成30年08月10日 普通株 38,100 0.03 市場外 処分 3,522.93

平成30年08月10日 普通株 700 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年08月10日 普通株 700 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年08月13日 普通株 8,700 0.01 市場内 取得

平成30年08月13日 普通株 15,600 0.01 市場内 処分

平成30年08月13日 普通株 38,200 0.03 市場外 処分 3,477.08

平成30年08月14日 普通株 15,300 0.01 市場内 取得

平成30年08月14日 普通株 12,700 0.01 市場内 処分

平成30年08月14日 普通株 32 0.00 市場外 処分 3,510

平成30年08月15日 普通株 41,500 0.03 市場内 取得

平成30年08月15日 普通株 14,800 0.01 市場内 処分

平成30年08月15日 普通株 2,100 0.00 市場外 取得 3,556.67

平成30年08月15日 普通株 4,312 0.00 市場外 処分 3,537.35

平成30年08月15日 普通株 78,500 0.06 市場外 取得 貸借

平成30年08月15日 普通株 40,000 0.03 市場外 処分 貸借

平成30年08月16日 普通株 7,700 0.01 市場内 取得

平成30年08月16日 普通株 8,700 0.01 市場内 処分

平成30年08月16日 普通株 600 0.00 市場外 取得 3,511.67

平成30年08月16日 普通株 148,100 0.11 市場外 処分 3,514.96
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平成30年08月16日 普通株 38,500 0.03 市場外 処分 貸借

平成30年08月17日 普通株 8,600 0.01 市場内 取得

平成30年08月17日 普通株 12,400 0.01 市場内 処分

平成30年08月17日 普通株 500 0.00 市場外 取得 3,510

平成30年08月17日 普通株 519 0.00 市場外 処分 3,537.07

平成30年08月17日 普通株 700 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年08月20日 普通株 14,800 0.01 市場内 取得

平成30年08月20日 普通株 11,600 0.01 市場内 処分

平成30年08月20日 普通株 100 0.00 市場外 処分 3,535

平成30年08月21日 普通株 8,300 0.01 市場内 取得

平成30年08月21日 普通株 9,500 0.01 市場内 処分

平成30年08月21日 普通株 100 0.00 市場外 取得 3,525

平成30年08月21日 普通株 200 0.00 市場外 処分 3,540

平成30年08月21日 普通株 90,586 0.07 市場外 取得 貸借

平成30年08月21日 普通株 90,586 0.07 市場外 処分 貸借

平成30年08月22日 普通株 2,800 0.00 市場内 取得

平成30年08月22日 普通株 21,600 0.02 市場内 処分

平成30年08月22日 普通株 100 0.00 市場外 取得 3,567

平成30年08月22日 普通株 100 0.00 市場外 処分 3,566

平成30年08月22日 普通株 13,819 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年08月22日 普通株 8,819 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年08月23日 普通株 11,800 0.01 市場内 取得

平成30年08月23日 普通株 5,200 0.00 市場内 処分

平成30年08月23日 普通株 200 0.00 市場外 取得 3,575

平成30年08月23日 普通株 432 0.00 市場外 処分 3,579.5

平成30年08月24日 普通株 7,700 0.01 市場内 取得

平成30年08月24日 普通株 9,300 0.01 市場内 処分

平成30年08月24日 普通株 400 0.00 市場外 取得 3,585

平成30年08月24日 普通株 400 0.00 市場外 処分 3,620

平成30年08月24日 普通株 207 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年08月24日 普通株 207 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年08月27日 普通株 9,300 0.01 市場内 取得

平成30年08月27日 普通株 1,800 0.00 市場内 処分

平成30年08月27日 普通株 100 0.00 市場外 取得 3,585

平成30年08月27日 普通株 4,500 0.00 市場外 処分 3,588.78

平成30年08月27日 普通株 20,600 0.02 市場外 取得 貸借
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平成30年08月27日 普通株 38,200 0.03 市場外 処分 貸借

平成30年08月28日 普通株 9,500 0.01 市場内 取得

平成30年08月28日 普通株 16,200 0.01 市場内 処分

平成30年08月28日 普通株 800 0.00 市場外 取得 3,595

平成30年08月28日 普通株 200 0.00 市場外 処分 3,595

平成30年08月28日 普通株 10,900 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年08月28日 普通株 2,066 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年08月29日 普通株 8,000 0.01 市場内 取得

平成30年08月29日 普通株 9,400 0.01 市場内 処分

平成30年08月29日 普通株 200 0.00 市場外 取得 3,580

平成30年08月29日 普通株 9 0.00 市場外 処分 3,640.86

平成30年08月29日 普通株 1,800 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年08月29日 普通株 4,697 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年08月30日 普通株 26,200 0.02 市場内 取得

平成30年08月30日 普通株 33,300 0.02 市場内 処分

平成30年08月30日 普通株 3,000 0.00 市場外 取得 3,540.3

平成30年08月30日 普通株 1,509 0.00 市場外 処分 3547.27

平成30年08月30日 普通株 600 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年08月30日 普通株 1,100 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年08月31日 普通株 13,100 0.01 市場内 取得

平成30年08月31日 普通株 27,100 0.02 市場内 処分

平成30年08月31日 普通株 1,200 0.00 市場外 取得 3,533.75

平成30年08月31日 普通株 2,189 0.00 市場外 処分 3,529.91

平成30年08月31日 普通株 8,141 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年08月31日 普通株 6,741 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年09月03日 普通株 8,800 0.01 市場内 取得

平成30年09月03日 普通株 9,000 0.01 市場内 処分

平成30年09月03日 普通株 200 0.00 市場外 取得 3,540

平成30年09月03日 普通株 900 0.00 市場外 処分 3,544.44

平成30年09月03日 普通株 2,330 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年09月03日 普通株 21 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年09月04日 普通株 4,700 0.00 市場内 取得

平成30年09月04日 普通株 13,600 0.01 市場内 処分

平成30年09月04日 普通株 400 0.00 市場外 取得 3,545

平成30年09月04日 普通株 200 0.00 市場外 処分 3,540

平成30年09月04日 普通株 67,909 0.05 市場外 取得 貸借
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平成30年09月04日 普通株 21,266 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年09月05日 普通株 9,700 0.01 市場内 取得

平成30年09月05日 普通株 27,100 0.02 市場内 処分

平成30年09月05日 普通株 600 0.00 市場外 取得 3,575

平成30年09月05日 普通株 200 0.00 市場外 処分 3,565

平成30年09月05日 普通株 16,089 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年09月05日 普通株 14,989 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年09月06日 普通株 16,200 0.01 市場内 取得

平成30年09月06日 普通株 23,200 0.02 市場内 処分

平成30年09月06日 普通株 2,100 0.00 市場外 取得 3,550

平成30年09月06日 普通株 2,132 0.00 市場外 処分 3,510.9

平成30年09月06日 普通株 4,900 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年09月06日 普通株 3,605 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年09月07日 普通株 6,600 0.00 市場内 取得

平成30年09月07日 普通株 6,700 0.01 市場内 処分

平成30年09月07日 普通株 100 0.00 市場外 取得 3,506.56

平成30年09月07日 普通株 71,100 0.05 市場外 処分 3,524.96

平成30年09月07日 普通株 8,700 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年09月07日 普通株 8,732 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年09月10日 普通株 10,000 0.01 市場内 取得

平成30年09月10日 普通株 10,900 0.01 市場内 処分

平成30年09月10日 普通株 200 0.00 市場外 取得 3,525

平成30年09月10日 普通株 272 0.00 市場外 処分 3,560.95

平成30年09月10日 普通株 128,151 0.10 市場外 取得 貸借

平成30年09月10日 普通株 128,151 0.10 市場外 処分 貸借

平成30年09月11日 普通株 18,500 0.01 市場内 取得

平成30年09月11日 普通株 2,100 0.00 市場内 処分

平成30年09月11日 普通株 200 0.00 市場外 取得 3,535

平成30年09月11日 普通株 1,000 0.00 市場外 処分 3,544

平成30年09月11日 普通株 17,840 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年09月11日 普通株 17,840 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年09月12日 普通株 14,000 0.01 市場内 取得

平成30年09月12日 普通株 1,400 0.00 市場内 処分

平成30年09月12日 普通株 200 0.00 市場外 処分 3,540

平成30年09月12日 普通株 141,807 0.11 市場外 取得 貸借

平成30年09月12日 普通株 120,470 0.09 市場外 処分 貸借
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（６） 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約等により関連会社(Morgan Stanley & Co. International plc)に255,486株貸付

関連会社(Morgan Stanley & Co. LLC)より21,337株借入、564,415株貸付

機関投資家等12名より1,045,675株借入、機関投資家等2名に63,300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

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

氏名又は名称
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエ

ルシー(Morgan Stanley & Co. International plc)

住所又は本店所在地
英国 ロンドン カナリーワーフ 25 カボットスクエア Ｅ14　4QA

(25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, United Kingdom)

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61年10月28日

代表者氏名 ロバート・パトリック・ルーニー
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代表者役職 取締役兼CEO

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

〒 100-8104

東京都千代田区大手町一丁目9番7号大手町フィナンシャルシティサウスタ

ワー

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社

法務・コンプライアンス本部　馬嶋　華子

電話番号 03-6836-5600

（２）【保有目的】

証券業務等にかかる保有

（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） 1,280,300

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 1,280,300 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 7,500

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 1,272,800

保有潜在株券等の数

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

発行済株式等総数（株・口）

（平成30年09月12日現在）
V 133,915,800

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.95

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.87

（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30年07月17日 普通株 700 0.00 市場内 処分

平成30年07月17日 普通株 13,400 0.01 市場外 取得 4,122.31

平成30年07月17日 普通株 13,429 0.01 市場外 処分 4,122.14

平成30年07月17日 普通株 248,969 0.19 市場外 取得 貸借

平成30年07月17日 普通株 245,557 0.18 市場外 処分 貸借

平成30年07月18日 普通株 500 0.00 市場内 取得

平成30年07月18日 普通株 184,516 0.14 市場外 取得 貸借

平成30年07月18日 普通株 284,528 0.21 市場外 処分 貸借

平成30年07月19日 普通株 300 0.00 市場内 取得

平成30年07月19日 普通株 200 0.00 市場内 処分

平成30年07月19日 普通株 13,600 0.01 市場外 取得 3,988.3

平成30年07月19日 普通株 13,676 0.01 市場外 処分 3,988.88

平成30年07月19日 普通株 14,813 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年07月19日 普通株 29,093 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年07月20日 普通株 114,266 0.09 市場外 取得 貸借

平成30年07月20日 普通株 177,639 0.13 市場外 処分 貸借

平成30年07月23日 普通株 600 0.00 市場内 取得

平成30年07月23日 普通株 100 0.00 市場外 取得 4,035

平成30年07月23日 普通株 100 0.00 市場外 処分 3,990

平成30年07月23日 普通株 172,001 0.13 市場外 取得 貸借

平成30年07月23日 普通株 207,833 0.16 市場外 処分 貸借

平成30年07月24日 普通株 600 0.00 市場内 取得

平成30年07月24日 普通株 2,200 0.00 市場内 処分

平成30年07月24日 普通株 200 0.00 市場外 取得 4,050

平成30年07月24日 普通株 800 0.00 市場外 処分 3,955

平成30年07月24日 普通株 265,191 0.20 市場外 取得 貸借
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平成30年07月24日 普通株 260,783 0.19 市場外 処分 貸借

平成30年07月25日 普通株 800 0.00 市場内 処分

平成30年07月25日 普通株 2,100 0.00 市場外 取得 3,960

平成30年07月25日 普通株 1,583 0.00 市場外 処分 3,947.38

平成30年07月25日 普通株 177,940 0.13 市場外 取得 貸借

平成30年07月25日 普通株 204,740 0.15 市場外 処分 貸借

平成30年07月26日 普通株 700 0.00 市場内 取得

平成30年07月26日 普通株 100 0.00 市場外 取得 3,975

平成30年07月26日 普通株 100 0.00 市場外 処分 4,010

平成30年07月26日 普通株 223,346 0.17 市場外 取得 貸借

平成30年07月26日 普通株 223,946 0.17 市場外 処分 貸借

平成30年07月27日 普通株 100 0.00 市場内 取得

平成30年07月27日 普通株 68 0.00 市場外 処分 3,940

平成30年07月27日 普通株 240,121 0.18 市場外 取得 貸借

平成30年07月27日 普通株 209,210 0.16 市場外 処分 貸借

平成30年07月30日 普通株 2,000 0.00 市場内 取得

平成30年07月30日 普通株 300 0.00 市場外 取得 3,660

平成30年07月30日 普通株 300 0.00 市場外 処分 3,670

平成30年07月30日 普通株 6,900 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年07月30日 普通株 35,117 0.03 市場外 処分 貸借

平成30年07月31日 普通株 1,600 0.00 市場内 処分

平成30年07月31日 普通株 1,000 0.00 市場外 取得 3,700

平成30年07月31日 普通株 275 0.00 市場外 処分 3,647.27

平成30年07月31日 普通株 14,005 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年07月31日 普通株 35,580 0.03 市場外 処分 貸借

平成30年08月01日 普通株 1,000 0.00 市場内 取得

平成30年08月01日 普通株 200 0.00 市場内 処分

平成30年08月01日 普通株 500 0.00 市場外 取得 3,670

平成30年08月01日 普通株 1,300 0.00 市場外 処分 3,640

平成30年08月01日 普通株 140,172 0.10 市場外 取得 貸借

平成30年08月01日 普通株 129,404 0.10 市場外 処分 貸借

平成30年08月02日 普通株 1,800 0.00 市場内 処分

平成30年08月02日 普通株 1,800 0.00 市場外 取得 3,670

平成30年08月02日 普通株 1,839 0.00 市場外 処分 3,649.15

平成30年08月02日 普通株 632,201 0.47 市場外 取得 貸借

平成30年08月02日 普通株 395,089 0.30 市場外 処分 貸借
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平成30年08月03日 普通株 200 0.00 市場内 取得

平成30年08月03日 普通株 500 0.00 市場内 処分

平成30年08月03日 普通株 13,600 0.01 市場外 取得 3,666.89

平成30年08月03日 普通株 13,600 0.01 市場外 処分 3,666.37

平成30年08月03日 普通株 350,573 0.26 市場外 取得 貸借

平成30年08月03日 普通株 316,210 0.24 市場外 処分 貸借

平成30年08月06日 普通株 300 0.00 市場内 取得

平成30年08月06日 普通株 300 0.00 市場内 処分

平成30年08月06日 普通株 200 0.00 市場外 取得 3,660

平成30年08月06日 普通株 258 0.00 市場外 処分 3,662.02

平成30年08月06日 普通株 488,582 0.36 市場外 取得 貸借

平成30年08月06日 普通株 399,755 0.30 市場外 処分 貸借

平成30年08月07日 普通株 1,900 0.00 市場内 処分

平成30年08月07日 普通株 200 0.00 市場外 取得 3,630

平成30年08月07日 普通株 200 0.00 市場外 処分 3,660

平成30年08月07日 普通株 569,380 0.43 市場外 取得 貸借

平成30年08月07日 普通株 570,141 0.43 市場外 処分 貸借

平成30年08月08日 普通株 300 0.00 市場内 取得

平成30年08月08日 普通株 103,290 0.08 市場外 取得 貸借

平成30年08月08日 普通株 110,375 0.08 市場外 処分 貸借

平成30年08月09日 普通株 2,100 0.00 市場内 処分

平成30年08月09日 普通株 457,353 0.34 市場外 取得 貸借

平成30年08月09日 普通株 458,189 0.34 市場外 処分 貸借

平成30年08月10日 普通株 100 0.00 市場内 取得

平成30年08月10日 普通株 38,100 0.03 市場外 取得 3,522.93

平成30年08月10日 普通株 38,100 0.03 市場外 処分 3,522.93

平成30年08月10日 普通株 469,957 0.35 市場外 取得 貸借

平成30年08月10日 普通株 460,505 0.34 市場外 処分 貸借

平成30年08月13日 普通株 100 0.00 市場内 取得

平成30年08月13日 普通株 38,200 0.03 市場外 取得 3,477.08

平成30年08月13日 普通株 38,200 0.03 市場外 処分 3,477.08

平成30年08月13日 普通株 519,619 0.39 市場外 取得 貸借

平成30年08月13日 普通株 590,315 0.44 市場外 処分 貸借

平成30年08月14日 普通株 100 0.00 市場内 取得

平成30年08月14日 普通株 9,000 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年08月14日 普通株 17,197 0.01 市場外 処分 貸借
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平成30年08月15日 普通株 100 0.00 市場内 取得

平成30年08月15日 普通株 4,100 0.00 市場外 取得 3,537.09

平成30年08月15日 普通株 4,100 0.00 市場外 処分 3,550.75

平成30年08月15日 普通株 78,448 0.06 市場外 取得 貸借

平成30年08月15日 普通株 95,500 0.07 市場外 処分 貸借

平成30年08月16日 普通株 100 0.00 市場内 取得

平成30年08月16日 普通株 300 0.00 市場内 処分

平成30年08月16日 普通株 2,800 0.00 市場外 取得 3,511.88

平成30年08月16日 普通株 2,800 0.00 市場外 処分 3,512.23

平成30年08月16日 普通株 381,415 0.28 市場外 取得 貸借

平成30年08月16日 普通株 384,963 0.29 市場外 処分 貸借

平成30年08月17日 普通株 5,100 0.00 市場内 処分

平成30年08月17日 普通株 500 0.00 市場外 取得 3,535

平成30年08月17日 普通株 500 0.00 市場外 処分 3,510

平成30年08月17日 普通株 6,300 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年08月17日 普通株 41,917 0.03 市場外 処分 貸借

平成30年08月20日 普通株 200 0.00 市場内 取得

平成30年08月20日 普通株 46,400 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年08月20日 普通株 27,268 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年08月21日 普通株 1,700 0.00 市場内 取得

平成30年08月21日 普通株 400 0.00 市場内 処分

平成30年08月21日 普通株 100 0.00 市場外 取得 3,540

平成30年08月21日 普通株 148 0.00 市場外 処分 3,510.41

平成30年08月21日 普通株 340,500 0.25 市場外 取得 貸借

平成30年08月21日 普通株 289,799 0.22 市場外 処分 貸借

平成30年08月22日 普通株 200 0.00 市場内 取得

平成30年08月22日 普通株 316,827 0.24 市場外 取得 貸借

平成30年08月22日 普通株 316,478 0.24 市場外 処分 貸借

平成30年08月23日 普通株 900 0.00 市場内 取得

平成30年08月23日 普通株 200 0.00 市場外 取得 3,575

平成30年08月23日 普通株 287 0.00 市場外 処分 3,556.81

平成30年08月23日 普通株 900 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年08月23日 普通株 7,800 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年08月24日 普通株 400 0.00 市場内 取得

平成30年08月24日 普通株 200 0.00 市場内 処分

平成30年08月24日 普通株 400 0.00 市場外 取得 3,620

EDINET提出書類

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社(E10802)

変更報告書

15/30



平成30年08月24日 普通株 427 0.00 市場外 処分 3,581.21

平成30年08月24日 普通株 1,107 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年08月24日 普通株 4,607 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年08月27日 普通株 500 0.00 市場内 取得

平成30年08月27日 普通株 4,300 0.00 市場外 取得 3,588.95

平成30年08月27日 普通株 4,300 0.00 市場外 処分 3,588.84

平成30年08月27日 普通株 66,300 0.05 市場外 取得 貸借

平成30年08月27日 普通株 104,422 0.08 市場外 処分 貸借

平成30年08月28日 普通株 400 0.00 市場内 取得

平成30年08月28日 普通株 200 0.00 市場内 処分

平成30年08月28日 普通株 200 0.00 市場外 取得 3,595

平成30年08月28日 普通株 20 0.00 市場外 処分 3,535

平成30年08月28日 普通株 261,719 0.20 市場外 取得 貸借

平成30年08月28日 普通株 248,958 0.19 市場外 処分 貸借

平成30年08月29日 普通株 900 0.00 市場内 取得

平成30年08月29日 普通株 279 0.00 市場外 処分 3,563.01

平成30年08月29日 普通株 274,446 0.20 市場外 取得 貸借

平成30年08月29日 普通株 262,746 0.20 市場外 処分 貸借

平成30年08月30日 普通株 500 0.00 市場内 取得

平成30年08月30日 普通株 100 0.00 市場内 処分

平成30年08月30日 普通株 500 0.00 市場外 取得 3,535

平成30年08月30日 普通株 100 0.00 市場外 処分 3,570

平成30年08月30日 普通株 278,719 0.21 市場外 取得 貸借

平成30年08月30日 普通株 271,619 0.20 市場外 処分 貸借

平成30年08月31日 普通株 700 0.00 市場内 取得

平成30年08月31日 普通株 1,100 0.00 市場内 処分

平成30年08月31日 普通株 200 0.00 市場外 取得 3,485

平成30年08月31日 普通株 631 0.00 市場外 処分 3,532.05

平成30年08月31日 普通株 305,696 0.23 市場外 取得 貸借

平成30年08月31日 普通株 264,619 0.20 市場外 処分 貸借

平成30年09月03日 普通株 100 0.00 市場内 処分

平成30年09月03日 普通株 900 0.00 市場外 取得 3,544.44

平成30年09月03日 普通株 239 0.00 市場外 処分 3,530.21

平成30年09月03日 普通株 241,536 0.18 市場外 取得 貸借

平成30年09月03日 普通株 252,087 0.19 市場外 処分 貸借

平成30年09月04日 普通株 100 0.00 市場外 取得 3,535
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平成30年09月04日 普通株 400 0.00 市場外 処分 3,545

平成30年09月04日 普通株 81,732 0.06 市場外 取得 貸借

平成30年09月04日 普通株 79,232 0.06 市場外 処分 貸借

平成30年09月05日 普通株 200 0.00 市場内 取得

平成30年09月05日 普通株 300 0.00 市場内 処分

平成30年09月05日 普通株 200 0.00 市場外 取得 3,565

平成30年09月05日 普通株 614 0.00 市場外 処分 3,573.63

平成30年09月05日 普通株 54,578 0.04 市場外 取得 貸借

平成30年09月05日 普通株 47,270 0.04 市場外 処分 貸借

平成30年09月06日 普通株 2,500 0.00 市場内 取得

平成30年09月06日 普通株 2,300 0.00 市場内 処分

平成30年09月06日 普通株 2,100 0.00 市場外 取得 3,510

平成30年09月06日 普通株 2,191 0.00 市場外 処分 3,545.85

平成30年09月06日 普通株 61,644 0.05 市場外 取得 貸借

平成30年09月06日 普通株 37,240 0.03 市場外 処分 貸借

平成30年09月07日 普通株 500 0.00 市場内 取得

平成30年09月07日 普通株 400 0.00 市場内 処分

平成30年09月07日 普通株 63 0.00 市場外 処分 3,465

平成30年09月07日 普通株 292,791 0.22 市場外 取得 貸借

平成30年09月07日 普通株 272,523 0.20 市場外 処分 貸借

平成30年09月10日 普通株 300 0.00 市場内 取得

平成30年09月10日 普通株 600 0.00 市場内 処分

平成30年09月10日 普通株 200 0.00 市場外 取得 3,545

平成30年09月10日 普通株 236 0.00 市場外 処分 3,518.9

平成30年09月10日 普通株 363,574 0.27 市場外 取得 貸借

平成30年09月10日 普通株 250,956 0.19 市場外 処分 貸借

平成30年09月11日 普通株 100 0.00 市場内 処分

平成30年09月11日 普通株 200 0.00 市場外 取得 3,540

平成30年09月11日 普通株 265 0.00 市場外 処分 3,521.51

平成30年09月11日 普通株 384,128 0.29 市場外 取得 貸借

平成30年09月11日 普通株 336,284 0.25 市場外 処分 貸借

平成30年09月12日 普通株 1,600 0.00 市場内 取得

平成30年09月12日 普通株 200 0.00 市場内 処分

平成30年09月12日 普通株 100 0.00 市場外 取得 3,540

平成30年09月12日 普通株 7 0.00 市場外 処分 3,480

平成30年09月12日 普通株 312,254 0.23 市場外 取得 貸借
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平成30年09月12日 普通株 356,650 0.27 市場外 処分 貸借

（６） 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約等により関連会社(Morgan Stanley & Co. LLC)より4,240株借入、7,500株貸付

関連会社(モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社)より255,486株借入

機関投資家等11名より988,742株借入、機関投資家等14名に1,271,808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） 112,717

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） 112,717

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

氏名又は名称
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・エルエルシー(Morgan Stanley

& Co. LLC)

住所又は本店所在地

アメリカ合衆国 19801 デラウェア州 ウィルミントン、 オレンジ・ストリー

ト1209 コーポレーション・トラスト・センター、 ザ・コーポレーション・

トラスト・カンパニー気付

(c/o The Corporation Trust Company (DE) Corporation Trust Center,

1209 Orange Street Wilmington, DE 19801 United States)

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
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③【法人の場合】

設立年月日 昭和44年12月03日

代表者氏名 マシュー・バーク、ブライアン・ヒーリー

代表者役職 共同会長兼共同社長兼共同CEO

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

〒 100-8104

東京都千代田区大手町一丁目9番7号大手町フィナンシャルシティサウスタ

ワー

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社

法務・コンプライアンス本部　馬嶋　華子

電話番号 03-6836-5600

（２）【保有目的】

証券業務等にかかる保有

（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） 835,417

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 835,417 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 25,577
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保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 809,840

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30年09月12日現在）
V 133,915,800

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.60

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.76

（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30年07月17日 普通株 72,727 0.05 市場外 取得 貸借

平成30年07月17日 普通株 72,727 0.05 市場外 処分 貸借

平成30年07月18日 普通株 967,671 0.72 市場外 取得 貸借

平成30年07月18日 普通株 983,047 0.73 市場外 処分 貸借

平成30年07月19日 普通株 958,184 0.72 市場外 取得 貸借

平成30年07月19日 普通株 947,584 0.71 市場外 処分 貸借

平成30年07月20日 普通株 126,592 0.09 市場外 取得 貸借

平成30年07月20日 普通株 162,268 0.12 市場外 処分 貸借

平成30年07月23日 普通株 200 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年07月24日 普通株 66,606 0.05 市場外 取得 貸借

平成30年07月24日 普通株 66,901 0.05 市場外 処分 貸借

平成30年07月25日 普通株 69,901 0.05 市場外 取得 貸借

平成30年07月25日 普通株 91,201 0.07 市場外 処分 貸借

平成30年07月26日 普通株 31,500 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年07月27日 普通株 79,719 0.06 市場外 取得 貸借

平成30年07月27日 普通株 71,738 0.05 市場外 処分 貸借

平成30年07月30日 普通株 77,844 0.06 市場外 取得 貸借

平成30年07月30日 普通株 106,577 0.08 市場外 処分 貸借

平成30年07月31日 普通株 8,100 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年08月01日 普通株 100 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年08月01日 普通株 7,805 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年08月02日 普通株 271,660 0.20 市場外 取得 貸借
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平成30年08月02日 普通株 84,861 0.06 市場外 処分 貸借

平成30年08月03日 普通株 808,590 0.60 市場外 取得 貸借

平成30年08月03日 普通株 832,290 0.62 市場外 処分 貸借

平成30年08月06日 普通株 729,224 0.54 市場外 取得 貸借

平成30年08月06日 普通株 728,924 0.54 市場外 処分 貸借

平成30年08月07日 普通株 660,463 0.49 市場外 取得 貸借

平成30年08月07日 普通株 833,695 0.62 市場外 処分 貸借

平成30年08月08日 普通株 725,499 0.54 市場外 取得 貸借

平成30年08月08日 普通株 715,142 0.53 市場外 処分 貸借

平成30年08月09日 普通株 664,768 0.50 市場外 取得 貸借

平成30年08月09日 普通株 673,668 0.50 市場外 処分 貸借

平成30年08月10日 普通株 19,696 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年08月10日 普通株 34,148 0.03 市場外 処分 貸借

平成30年08月13日 普通株 643,299 0.48 市場外 取得 貸借

平成30年08月13日 普通株 657,543 0.49 市場外 処分 貸借

平成30年08月14日 普通株 744,203 0.56 市場外 取得 貸借

平成30年08月14日 普通株 651,703 0.49 市場外 処分 貸借

平成30年08月15日 普通株 209,548 0.16 市場外 取得 貸借

平成30年08月15日 普通株 290,848 0.22 市場外 処分 貸借

平成30年08月16日 普通株 144,481 0.11 市場外 取得 貸借

平成30年08月16日 普通株 163,529 0.12 市場外 処分 貸借

平成30年08月17日 普通株 80,838 0.06 市場外 取得 貸借

平成30年08月17日 普通株 81,838 0.06 市場外 処分 貸借

平成30年08月20日 普通株 7,236 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年08月20日 普通株 9,536 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年08月21日 普通株 769,937 0.57 市場外 取得 貸借

平成30年08月21日 普通株 729,974 0.55 市場外 処分 貸借

平成30年08月22日 普通株 605,107 0.45 市場外 取得 貸借

平成30年08月22日 普通株 661,322 0.49 市場外 処分 貸借

平成30年08月23日 普通株 620,807 0.46 市場外 取得 貸借

平成30年08月23日 普通株 623,407 0.47 市場外 処分 貸借

平成30年08月24日 普通株 620,200 0.46 市場外 取得 貸借

平成30年08月24日 普通株 624,800 0.47 市場外 処分 貸借

平成30年08月27日 普通株 10,293 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年08月27日 普通株 8,893 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年08月28日 普通株 34,288 0.03 市場外 取得 貸借
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平成30年08月28日 普通株 21,261 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年08月29日 普通株 649,717 0.49 市場外 取得 貸借

平成30年08月29日 普通株 636,068 0.47 市場外 処分 貸借

平成30年08月30日 普通株 626,844 0.47 市場外 取得 貸借

平成30年08月30日 普通株 646,344 0.48 市場外 処分 貸借

平成30年08月31日 普通株 33,203 0.02 市場外 取得 貸借

平成30年08月31日 普通株 22,357 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年09月03日 普通株 41,860 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年09月03日 普通株 44,051 0.03 市場外 処分 貸借

平成30年09月04日 普通株 668,925 0.50 市場外 取得 貸借

平成30年09月04日 普通株 691,691 0.52 市場外 処分 貸借

平成30年09月05日 普通株 648,328 0.48 市場外 取得 貸借

平成30年09月05日 普通株 643,562 0.48 市場外 処分 貸借

平成30年09月06日 普通株 699,949 0.52 市場外 取得 貸借

平成30年09月06日 普通株 661,019 0.49 市場外 処分 貸借

平成30年09月07日 普通株 660,854 0.49 市場外 取得 貸借

平成30年09月07日 普通株 689,558 0.51 市場外 処分 貸借

平成30年09月10日 普通株 701,816 0.52 市場外 取得 貸借

平成30年09月10日 普通株 681,034 0.51 市場外 処分 貸借

平成30年09月11日 普通株 591,668 0.44 市場外 取得 貸借

平成30年09月11日 普通株 592,375 0.44 市場外 処分 貸借

平成30年09月12日 普通株 60,823 0.05 市場外 取得 貸借

平成30年09月12日 普通株 34,504 0.03 市場外 処分 貸借

（６） 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約等により関連会社(Morgan Stanley & Co. International plc)より7,500株借入、4,240株貸付

関連会社(モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社)より564,415株借入、21,337株貸付

機関投資家等4名より263,502株借入、機関投資家等16名に805,040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
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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

氏名又は名称 モルガン・スタンレー・アジア・リミテッド(Morgan Stanley Asia Limited)

住所又は本店所在地

香港セントラル 1コンノートプレイス　ジャーディンハウス 46階 4603-4609

(4603-4609, 46th Floor Jardine House, One Connaught Place, Central,

Hong Kong)

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03月09日

代表者氏名 ウェイ・サン・クリスティアンソン、ゴークラ・ラロイア

代表者役職 共同会長兼取締役

事業内容 証券業、投資顧問業、投資銀行業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名

〒 100-8104

東京都千代田区大手町一丁目9番7号大手町フィナンシャルシティサウスタ

ワー

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社

法務・コンプライアンス本部　馬嶋　華子

電話番号 03-6836-5600

（２）【保有目的】

証券業務等にかかる保有、もしくは運用を目的とした証券投資信託による保有及び投資一任契約に基づく運用を目的とした保

有
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（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） 4,015,800

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 4,015,800

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 4,015,800

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30年09月12日現在）
V 133,915,800

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
3.00

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
2.78

（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30年07月23日 普通株 26,100 0.02 市場内 取得
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平成30年07月30日 普通株 7,500 0.01 市場内 取得

平成30年08月01日 普通株 14,800 0.01 市場内 取得

平成30年08月02日 普通株 1,300 0.00 市場内 取得

平成30年08月03日 普通株 1,500 0.00 市場内 取得

平成30年08月06日 普通株 8,200 0.01 市場内 取得

平成30年08月07日 普通株 11,200 0.01 市場内 取得

平成30年08月08日 普通株 6,200 0.00 市場内 取得

平成30年08月15日 普通株 6,800 0.01 市場内 取得

平成30年08月21日 普通株 6,400 0.00 市場内 取得

平成30年08月22日 普通株 4,600 0.00 市場内 取得

平成30年08月24日 普通株 6,600 0.00 市場内 取得

平成30年08月28日 普通株 16,900 0.01 市場内 取得

平成30年08月30日 普通株 8,000 0.01 市場内 取得

平成30年09月03日 普通株 11,800 0.01 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） 4,824,954

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

保有株数4,015,800株の内、2,203,100株については、運用担当者の所属する

法人がモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク

(Morgan Stanley Investment Management Inc.)から モルガン・スタン

レー・アジア・リミテッド(Morgan Stanley Asia Limited)に変更したことに

伴う処分権者の変更であり、取得資金に該当するものは存在しない。また、

543,400株については、現物移管であり、取得資金に該当するものは存在しな

い。

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 4,824,954

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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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

氏名又は名称
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク(Morgan

Stanley Investment Management Inc.)

住所又は本店所在地

アメリカ合衆国 19801 デラウェア州 ウィルミントン、オレンジ・ストリー

ト1209 コーポレーション・トラスト・センター、 ザ・コーポレーション・

トラスト・カンパニー気付

(c/o The Corporation Trust Company (DE) Corporation Trust Center,

1209 Orange Street Wilmington, DE 19801 United States)

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55年09月19日

代表者氏名 ダニエル・シムコウィッツ

代表者役職 社長

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

〒 100-8104

東京都千代田区大手町一丁目9番7号大手町フィナンシャルシティサウスタ

ワー

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社

法務・コンプライアンス本部　馬嶋　華子

電話番号 03-6836-5600

（２）【保有目的】

運用を目的とした証券投資信託による保有及び投資一任契約に基づく運用を目的とした保有

（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
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株券又は投資証券等（株・口） 7,925,570

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 7,925,570

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 7,925,570

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30年09月12日現在）
V 133,915,800

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
5.92

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
5.09

（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30年07月20日 普通株 28,900 0.02 市場内 取得

平成30年07月23日 普通株 53,800 0.04 市場内 取得

平成30年07月23日 普通株 54,400 0.04 市場内 処分

平成30年07月27日 普通株 44,300 0.03 市場内 取得

平成30年07月31日 普通株 28,100 0.02 市場内 取得

平成30年07月31日 普通株 48,800 0.04 市場内 処分

平成30年08月02日 普通株 58,400 0.04 市場内 取得
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平成30年08月03日 普通株 69,500 0.05 市場内 取得

平成30年08月06日 普通株 74,800 0.06 市場内 取得

平成30年08月07日 普通株 102,800 0.08 市場内 取得

平成30年08月08日 普通株 56,500 0.04 市場内 取得

平成30年08月15日 普通株 38,100 0.03 市場内 取得

平成30年08月17日 普通株 31,600 0.02 市場内 取得

平成30年08月24日 普通株 41,400 0.03 市場内 取得

平成30年08月29日 普通株 32,200 0.02 市場内 取得

平成30年09月03日 普通株 29,700 0.02 市場内 取得

平成30年09月05日 普通株 106,400 0.08 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） 31,058,088

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） 31,058,088

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

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）モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社

（2）モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー(Morgan Stanley & Co. International

plc)

（3）モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・エルエルシー(Morgan Stanley & Co. LLC)

（4）モルガン・スタンレー・アジア・リミテッド(Morgan Stanley Asia Limited)
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（5）モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク(Morgan Stanley Investment Management 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） 3,026,021 11,941,370

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 3,026,021 P Q 11,941,370

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 852,978

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 14,114,413

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30年09月12日現在）
V 133,915,800

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
10.54

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
9.52

（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（％）

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会

社
90,403 0.07
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モルガン・スタンレー・アンド・カンパ

ニー・インターナショナル・ピーエルシー

(Morgan Stanley & Co. International

plc)

1,272,800 0.95

モルガン・スタンレー・アンド・カンパ

ニー・エルエルシー(Morgan Stanley & Co.

LLC)

809,840 0.60

モルガン・スタンレー・アジア・リミテッ

ド(Morgan Stanley Asia Limited)
4,015,800 3.00

モルガン・スタンレー・インベストメン

ト・マネジメント・インク(Morgan Stanley

Investment Management Inc.)

7,925,570 5.92

合計 14,114,413 10.54
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