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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
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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） 272,473

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 272,473 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 283,041

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T -10,568

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31年01月10日現在）
V 133,919,800

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
-0.01

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.07

（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11月12日 普通株 26,800 0.02 市場内 取得

平成30年11月12日 普通株 13,200 0.01 市場内 処分

平成30年11月12日 普通株 1,200 0.00 市場外 取得 3,670
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平成30年11月12日 普通株 1,200 0.00 市場外 処分 3,765

平成30年11月12日 普通株 6,800 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年11月12日 普通株 2,000 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年11月13日 普通株 18,600 0.01 市場内 取得

平成30年11月13日 普通株 20,100 0.02 市場内 処分

平成30年11月13日 普通株 10 0.00 市場外 処分 3,753

平成30年11月13日 普通株 1,900 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年11月14日 普通株 72,200 0.05 市場内 取得

平成30年11月14日 普通株 18,000 0.01 市場内 処分

平成30年11月14日 普通株 300 0.00 市場外 処分 3,715

平成30年11月15日 普通株 19,000 0.01 市場内 取得

平成30年11月15日 普通株 13,200 0.01 市場内 処分

平成30年11月15日 普通株 32 0.00 市場外 処分 3,793.41

平成30年11月15日 普通株 16,100 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年11月15日 普通株 500 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年11月16日 普通株 7,000 0.01 市場内 取得

平成30年11月16日 普通株 14,600 0.01 市場内 処分

平成30年11月16日 普通株 400 0.00 市場外 処分 3,734.5

平成30年11月16日 普通株 900 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年11月19日 普通株 13,700 0.01 市場内 取得

平成30年11月19日 普通株 5,400 0.00 市場内 処分

平成30年11月19日 普通株 36,000 0.03 市場外 処分 貸借

平成30年11月20日 普通株 20,100 0.02 市場内 取得

平成30年11月20日 普通株 8,300 0.01 市場内 処分

平成30年11月20日 普通株 200 0.00 市場外 処分 3,725

平成30年11月20日 普通株 13,700 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年11月20日 普通株 187,100 0.14 市場外 処分 貸借

平成30年11月21日 普通株 20,000 0.01 市場内 取得

平成30年11月21日 普通株 8,800 0.01 市場内 処分

平成30年11月21日 普通株 800 0.00 市場外 取得 3,691.25

平成30年11月21日 普通株 900 0.00 市場外 処分 3,668.89

平成30年11月21日 普通株 18,700 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年11月22日 普通株 25,200 0.02 市場内 取得

平成30年11月22日 普通株 9,300 0.01 市場内 処分

平成30年11月22日 普通株 115,400 0.09 市場外 取得 貸借

平成30年11月22日 普通株 94,900 0.07 市場外 処分 貸借
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平成30年11月26日 普通株 12,200 0.01 市場内 取得

平成30年11月26日 普通株 8,800 0.01 市場内 処分

平成30年11月26日 普通株 300 0.00 市場外 取得 3,755

平成30年11月26日 普通株 300 0.00 市場外 処分 3,725

平成30年11月26日 普通株 69,000 0.05 市場外 取得 貸借

平成30年11月26日 普通株 12,800 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年11月27日 普通株 27,100 0.02 市場内 取得

平成30年11月27日 普通株 8,200 0.01 市場内 処分

平成30年11月27日 普通株 900 0.00 市場外 取得 3,730

平成30年11月27日 普通株 1,100 0.00 市場外 処分 3,696.36

平成30年11月27日 普通株 42,600 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年11月27日 普通株 100 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年11月28日 普通株 30,600 0.02 市場内 取得

平成30年11月28日 普通株 13,700 0.01 市場内 処分

平成30年11月28日 普通株 100 0.00 市場外 取得 3,725

平成30年11月28日 普通株 45 0.00 市場外 処分 3,788.33

平成30年11月28日 普通株 100 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年11月28日 普通株 100 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年11月29日 普通株 27,800 0.02 市場内 取得

平成30年11月29日 普通株 15,700 0.01 市場内 処分

平成30年11月29日 普通株 600 0.00 市場外 取得 3,740

平成30年11月29日 普通株 5,954 0.00 市場外 処分 3,649.03

平成30年11月29日 普通株 22,100 0.02 市場外 取得 貸借

平成30年11月29日 普通株 14,100 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年11月30日 普通株 17,500 0.01 市場内 取得

平成30年11月30日 普通株 32,400 0.02 市場内 処分

平成30年11月30日 普通株 100 0.00 市場外 取得 3,751

平成30年11月30日 普通株 22,660 0.02 市場外 処分 3,751.02

平成30年11月30日 普通株 31,900 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年12月03日 普通株 30,000 0.02 市場内 取得

平成30年12月03日 普通株 12,800 0.01 市場内 処分

平成30年12月03日 普通株 1,600 0.00 市場外 取得 3,746.25

平成30年12月03日 普通株 1,200 0.00 市場外 処分 3,782.92

平成30年12月03日 普通株 6,900 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年12月03日 普通株 61,100 0.05 市場外 処分 貸借

平成30年12月04日 普通株 12,900 0.01 市場内 取得
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平成30年12月04日 普通株 10,800 0.01 市場内 処分

平成30年12月04日 普通株 1,900 0.00 市場外 取得 3,722.11

平成30年12月04日 普通株 915 0.00 市場外 処分 3,686.03

平成30年12月04日 普通株 101,200 0.08 市場外 取得 貸借

平成30年12月04日 普通株 4,300 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年12月05日 普通株 13,600 0.01 市場内 取得

平成30年12月05日 普通株 7,800 0.01 市場内 処分

平成30年12月05日 普通株 200 0.00 市場外 取得 3,675

平成30年12月05日 普通株 200 0.00 市場外 処分 3,695

平成30年12月06日 普通株 23,200 0.02 市場内 取得

平成30年12月06日 普通株 21,700 0.02 市場内 処分

平成30年12月06日 普通株 1,200 0.00 市場外 取得 3,670

平成30年12月06日 普通株 1,500 0.00 市場外 処分 3,559.67

平成30年12月06日 普通株 14,300 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年12月07日 普通株 31,100 0.02 市場内 取得

平成30年12月07日 普通株 17,300 0.01 市場内 処分

平成30年12月07日 普通株 1,300 0.00 市場外 取得 3,575

平成30年12月07日 普通株 2,000 0.00 市場外 処分 3,611.5

平成30年12月07日 普通株 49,900 0.04 市場外 処分 貸借

平成30年12月10日 普通株 7,000 0.01 市場内 取得

平成30年12月10日 普通株 19,100 0.01 市場内 処分

平成30年12月10日 普通株 800 0.00 市場外 取得 3,560

平成30年12月10日 普通株 800 0.00 市場外 処分 3,585

平成30年12月10日 普通株 4,200 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年12月11日 普通株 5,200 0.00 市場内 取得

平成30年12月11日 普通株 5,500 0.00 市場内 処分

平成30年12月11日 普通株 1,540 0.00 市場外 処分 3,570.28

平成30年12月12日 普通株 5,500 0.00 市場内 取得

平成30年12月12日 普通株 14,000 0.01 市場内 処分

平成30年12月12日 普通株 70,000 0.05 市場外 処分 貸借

平成30年12月13日 普通株 4,100 0.00 市場内 取得

平成30年12月13日 普通株 20,500 0.02 市場内 処分

平成30年12月13日 普通株 1,000 0.00 市場外 取得 3,625

平成30年12月13日 普通株 144,700 0.11 市場外 処分 3,625.28

平成30年12月13日 普通株 12,100 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年12月13日 普通株 18,200 0.01 市場外 処分 貸借
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平成30年12月14日 普通株 9,700 0.01 市場内 取得

平成30年12月14日 普通株 11,200 0.01 市場内 処分

平成30年12月14日 普通株 300 0.00 市場外 処分 3,651.67

平成30年12月14日 普通株 13,300 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年12月17日 普通株 2,600 0.00 市場内 取得

平成30年12月17日 普通株 3,600 0.00 市場内 処分

平成30年12月17日 普通株 300 0.00 市場外 取得 3,615

平成30年12月17日 普通株 23,900 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年12月18日 普通株 3,400 0.00 市場内 取得

平成30年12月18日 普通株 16,900 0.01 市場内 処分

平成30年12月18日 普通株 500 0.00 市場外 処分 3,640

平成30年12月18日 普通株 260,213 0.19 市場外 取得 貸借

平成30年12月18日 普通株 139,600 0.10 市場外 処分 貸借

平成30年12月19日 普通株 7,900 0.01 市場内 取得

平成30年12月19日 普通株 9,500 0.01 市場内 処分

平成30年12月19日 普通株 190 0.00 市場外 処分 3,596.34

平成30年12月19日 普通株 35,400 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年12月19日 普通株 23,965 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年12月20日 普通株 15,200 0.01 市場内 取得

平成30年12月20日 普通株 4,400 0.00 市場内 処分

平成30年12月20日 普通株 200 0.00 市場外 処分 3,580

平成30年12月20日 普通株 81,600 0.06 市場外 取得 貸借

平成30年12月20日 普通株 176,900 0.13 市場外 処分 貸借

平成30年12月21日 普通株 9,900 0.01 市場内 取得

平成30年12月21日 普通株 18,300 0.01 市場内 処分

平成30年12月21日 普通株 4,000 0.00 市場外 処分 3,505

平成30年12月21日 普通株 148,915 0.11 市場外 取得 貸借

平成30年12月21日 普通株 151,079 0.11 市場外 処分 貸借

平成30年12月25日 普通株 3,700 0.00 市場内 取得

平成30年12月25日 普通株 10,300 0.01 市場内 処分

平成30年12月25日 普通株 300 0.00 市場外 取得 3,325

平成30年12月25日 普通株 1,800 0.00 市場外 処分 3,470

平成30年12月25日 普通株 133,081 0.10 市場外 取得 貸借

平成30年12月25日 普通株 142,098 0.11 市場外 処分 貸借

平成30年12月26日 普通株 4,900 0.00 市場内 取得

平成30年12月26日 普通株 23,100 0.02 市場内 処分
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平成30年12月26日 普通株 300 0.00 市場外 処分 3,325.67

平成30年12月26日 普通株 5,250 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年12月27日 普通株 10,200 0.01 市場内 取得

平成30年12月27日 普通株 11,100 0.01 市場内 処分

平成30年12月27日 普通株 200 0.00 市場外 取得 3,475

平成30年12月27日 普通株 1,000 0.00 市場外 処分 3,345

平成30年12月27日 普通株 3,600 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年12月27日 普通株 129,617 0.10 市場外 処分 貸借

平成30年12月28日 普通株 15,200 0.01 市場内 取得

平成30年12月28日 普通株 4,200 0.00 市場内 処分

平成30年12月28日 普通株 700 0.00 市場外 処分 3,461.57

平成30年12月28日 普通株 8,100 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年12月28日 普通株 1,800 0.00 市場外 処分 貸借

平成31年01月04日 普通株 16,100 0.01 市場内 取得

平成31年01月04日 普通株 16,600 0.01 市場内 処分

平成31年01月04日 普通株 100 0.00 市場外 取得 3,380

平成31年01月04日 普通株 416 0.00 市場外 処分 3,425.48

平成31年01月04日 普通株 60,492 0.05 市場外 取得 貸借

平成31年01月04日 普通株 38,346 0.03 市場外 処分 貸借

平成31年01月07日 普通株 21,900 0.02 市場内 取得

平成31年01月07日 普通株 29,700 0.02 市場内 処分

平成31年01月07日 普通株 200 0.00 市場外 取得 3,410

平成31年01月07日 普通株 15 0.00 市場外 処分 3,467.97

平成31年01月07日 普通株 44,016 0.03 市場外 取得 貸借

平成31年01月07日 普通株 57,121 0.04 市場外 処分 貸借

平成31年01月08日 普通株 8,500 0.01 市場内 取得

平成31年01月08日 普通株 21,800 0.02 市場内 処分

平成31年01月08日 普通株 400 0.00 市場外 取得 3,395

平成31年01月08日 普通株 53 0.00 市場外 処分 3,449.32

平成31年01月08日 普通株 7,254 0.01 市場外 取得 貸借

平成31年01月08日 普通株 43,395 0.03 市場外 処分 貸借

平成31年01月09日 普通株 11,400 0.01 市場内 取得

平成31年01月09日 普通株 14,700 0.01 市場内 処分

平成31年01月09日 普通株 100 0.00 市場外 取得 3,480

平成31年01月09日 普通株 200 0.00 市場外 処分 3,395

平成31年01月09日 普通株 816 0.00 市場外 取得 貸借
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平成31年01月09日 普通株 12,579 0.01 市場外 処分 貸借

平成31年01月10日 普通株 24,200 0.02 市場内 取得

平成31年01月10日 普通株 15,200 0.01 市場内 処分

平成31年01月10日 普通株 300 0.00 市場外 取得 3,450

平成31年01月10日 普通株 16,937 0.01 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)に283,041株貸付

機関投資家等4名より301,705株借入、機関投資家等1名に11,500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
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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 クレア・ウッドマン

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） 542,534

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 542,534 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
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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 148,661

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 393,873

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31年01月10日現在）
V 133,919,800

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（％）
0.95

（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11月12日 普通株 600 0.00 市場内 処分

平成30年11月12日 普通株 1,200 0.00 市場外 取得 3,765

平成30年11月12日 普通株 1,200 0.00 市場外 処分 3,670

平成30年11月12日 普通株 89,640 0.07 市場外 取得 貸借

平成30年11月12日 普通株 56,806 0.04 市場外 処分 貸借

平成30年11月13日 普通株 400 0.00 市場内 取得

平成30年11月13日 普通株 400 0.00 市場内 処分

平成30年11月13日 普通株 77,344 0.06 市場外 取得 貸借

平成30年11月13日 普通株 78,202 0.06 市場外 処分 貸借

平成30年11月14日 普通株 900 0.00 市場内 取得

平成30年11月14日 普通株 600 0.00 市場内 処分

平成30年11月14日 普通株 6,842 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年11月14日 普通株 10,097 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年11月15日 普通株 500 0.00 市場内 取得

平成30年11月15日 普通株 1,300 0.00 市場内 処分

平成30年11月15日 普通株 399,973 0.30 市場外 取得 貸借

平成30年11月15日 普通株 441,155 0.33 市場外 処分 貸借

平成30年11月16日 普通株 300 0.00 市場内 処分

平成30年11月16日 普通株 10,600 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年11月16日 普通株 143,637 0.11 市場外 処分 貸借
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平成30年11月19日 普通株 1,000 0.00 市場内 取得

平成30年11月19日 普通株 4,400 0.00 市場内 処分

平成30年11月19日 普通株 34,100 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年11月19日 普通株 70,029 0.05 市場外 処分 貸借

平成30年11月20日 普通株 500 0.00 市場内 取得

平成30年11月20日 普通株 6,900 0.01 市場内 処分

平成30年11月20日 普通株 279,805 0.21 市場外 取得 貸借

平成30年11月20日 普通株 308,193 0.23 市場外 処分 貸借

平成30年11月21日 普通株 1,300 0.00 市場内 取得

平成30年11月21日 普通株 6,200 0.00 市場内 処分

平成30年11月21日 普通株 700 0.00 市場外 取得 3,665

平成30年11月21日 普通株 700 0.00 市場外 処分 3,695

平成30年11月21日 普通株 21,701 0.02 市場外 取得 貸借

平成30年11月21日 普通株 48,133 0.04 市場外 処分 貸借

平成30年11月22日 普通株 300 0.00 市場内 取得

平成30年11月22日 普通株 500 0.00 市場内 処分

平成30年11月22日 普通株 390,453 0.29 市場外 取得 貸借

平成30年11月22日 普通株 390,755 0.29 市場外 処分 貸借

平成30年11月26日 普通株 300 0.00 市場内 取得

平成30年11月26日 普通株 200 0.00 市場外 取得 3,725

平成30年11月26日 普通株 200 0.00 市場外 処分 3,770

平成30年11月26日 普通株 36,753 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年11月26日 普通株 12,356 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年11月27日 普通株 300 0.00 市場内 取得

平成30年11月27日 普通株 600 0.00 市場内 処分

平成30年11月27日 普通株 900 0.00 市場外 取得 3,690

平成30年11月27日 普通株 8,500 0.01 市場外 処分 3,694.24

平成30年11月27日 普通株 28,100 0.02 市場外 取得 貸借

平成30年11月27日 普通株 35,198 0.03 市場外 処分 貸借

平成30年11月28日 普通株 100 0.00 市場内 処分

平成30年11月28日 普通株 21,800 0.02 市場外 取得 貸借

平成30年11月28日 普通株 21,297 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年11月29日 普通株 900 0.00 市場内 取得

平成30年11月29日 普通株 400 0.00 市場内 処分

平成30年11月29日 普通株 600 0.00 市場外 取得 3,645

平成30年11月29日 普通株 600 0.00 市場外 処分 3,740
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平成30年11月29日 普通株 313,539 0.23 市場外 取得 貸借

平成30年11月29日 普通株 322,386 0.24 市場外 処分 貸借

平成30年11月30日 普通株 400 0.00 市場内 取得

平成30年11月30日 普通株 1,500 0.00 市場内 処分

平成30年11月30日 普通株 340,126 0.25 市場外 取得 貸借

平成30年11月30日 普通株 387,615 0.29 市場外 処分 貸借

平成30年12月03日 普通株 200 0.00 市場内 処分

平成30年12月03日 普通株 9,200 0.01 市場外 取得 3,764.24

平成30年12月03日 普通株 1,100 0.00 市場外 処分 3,740

平成30年12月03日 普通株 302,796 0.23 市場外 取得 貸借

平成30年12月03日 普通株 346,396 0.26 市場外 処分 貸借

平成30年12月04日 普通株 100 0.00 市場内 取得

平成30年12月04日 普通株 800 0.00 市場内 処分

平成30年12月04日 普通株 700 0.00 市場外 取得 3,685

平成30年12月04日 普通株 700 0.00 市場外 処分 3,715

平成30年12月04日 普通株 15,800 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年12月04日 普通株 44,584 0.03 市場外 処分 貸借

平成30年12月05日 普通株 300 0.00 市場内 処分

平成30年12月05日 普通株 600 0.00 市場外 取得 3,681.08

平成30年12月05日 普通株 400 0.00 市場外 処分 3,674.56

平成30年12月05日 普通株 134,170 0.10 市場外 取得 貸借

平成30年12月05日 普通株 173,313 0.13 市場外 処分 貸借

平成30年12月06日 普通株 100 0.00 市場内 取得

平成30年12月06日 普通株 2,000 0.00 市場内 処分

平成30年12月06日 普通株 10,800 0.01 市場外 取得 3,565.88

平成30年12月06日 普通株 6,000 0.00 市場外 処分 3,588.29

平成30年12月06日 普通株 164,468 0.12 市場外 取得 貸借

平成30年12月06日 普通株 256,329 0.19 市場外 処分 貸借

平成30年12月07日 普通株 600 0.00 市場内 処分

平成30年12月07日 普通株 1,300 0.00 市場外 取得 3,625

平成30年12月07日 普通株 1,300 0.00 市場外 処分 3,575

平成30年12月07日 普通株 138,570 0.10 市場外 取得 貸借

平成30年12月07日 普通株 196,472 0.15 市場外 処分 貸借

平成30年12月10日 普通株 500 0.00 市場内 取得

平成30年12月10日 普通株 500 0.00 市場内 処分

平成30年12月10日 普通株 3,300 0.00 市場外 取得 3,569.96

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

13/28



平成30年12月10日 普通株 800 0.00 市場外 処分 3,560

平成30年12月10日 普通株 142,870 0.11 市場外 取得 貸借

平成30年12月10日 普通株 166,178 0.12 市場外 処分 貸借

平成30年12月11日 普通株 100 0.00 市場内 取得

平成30年12月11日 普通株 400 0.00 市場内 処分

平成30年12月11日 普通株 9,405 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年12月11日 普通株 18,715 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年12月12日 普通株 3,900 0.00 市場内 取得

平成30年12月12日 普通株 1,400 0.00 市場内 処分

平成30年12月12日 普通株 500 0.00 市場外 処分 3,625

平成30年12月12日 普通株 151,470 0.11 市場外 取得 貸借

平成30年12月12日 普通株 174,470 0.13 市場外 処分 貸借

平成30年12月13日 普通株 800 0.00 市場内 取得

平成30年12月13日 普通株 500 0.00 市場内 処分

平成30年12月13日 普通株 1,000 0.00 市場外 取得 3,665

平成30年12月13日 普通株 1,000 0.00 市場外 処分 3,625

平成30年12月13日 普通株 13,795 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年12月13日 普通株 17,909 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年12月14日 普通株 2,400 0.00 市場内 取得

平成30年12月14日 普通株 500 0.00 市場内 処分

平成30年12月14日 普通株 9,400 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年12月14日 普通株 7,000 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年12月17日 普通株 4,500 0.00 市場内 取得

平成30年12月17日 普通株 100 0.00 市場内 処分

平成30年12月17日 普通株 8,000 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年12月17日 普通株 33,888 0.03 市場外 処分 貸借

平成30年12月18日 普通株 3,000 0.00 市場内 取得

平成30年12月18日 普通株 5,200 0.00 市場内 処分

平成30年12月18日 普通株 41,685 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年12月18日 普通株 48,872 0.04 市場外 処分 貸借

平成30年12月19日 普通株 3,500 0.00 市場内 取得

平成30年12月19日 普通株 1,900 0.00 市場内 処分

平成30年12月19日 普通株 3,600 0.00 市場外 取得 3,575.21

平成30年12月19日 普通株 7,200 0.01 市場外 処分 3,575.21

平成30年12月19日 普通株 37,800 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年12月19日 普通株 24,606 0.02 市場外 処分 貸借
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平成30年12月20日 普通株 500 0.00 市場内 処分

平成30年12月20日 普通株 9,498 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年12月20日 普通株 125,054 0.09 市場外 処分 貸借

平成30年12月21日 普通株 200 0.00 市場内 取得

平成30年12月21日 普通株 200 0.00 市場内 処分

平成30年12月21日 普通株 800 0.00 市場外 取得 3,487.15

平成30年12月21日 普通株 1,600 0.00 市場外 処分 3,487.15

平成30年12月21日 普通株 36,959 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年12月21日 普通株 36,023 0.03 市場外 処分 貸借

平成30年12月25日 普通株 59,411 0.04 市場外 取得 貸借

平成30年12月25日 普通株 19,764 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年12月26日 普通株 10,900 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年12月26日 普通株 23,236 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年12月27日 普通株 100 0.00 市場内 処分

平成30年12月27日 普通株 59,442 0.04 市場外 取得 貸借

平成30年12月27日 普通株 52,942 0.04 市場外 処分 貸借

平成30年12月28日 普通株 3,300 0.00 市場内 取得

平成30年12月28日 普通株 1,500 0.00 市場内 処分

平成30年12月28日 普通株 500 0.00 市場外 取得 3,471.65

平成30年12月28日 普通株 1,007 0.00 市場外 処分 3,471.29

平成30年12月28日 普通株 70,147 0.05 市場外 取得 貸借

平成30年12月28日 普通株 62,447 0.05 市場外 処分 貸借

平成31年01月04日 普通株 700 0.00 市場内 取得

平成31年01月04日 普通株 12,300 0.01 市場内 処分

平成31年01月04日 普通株 4,500 0.00 市場外 取得 3,377.35

平成31年01月04日 普通株 9,000 0.01 市場外 処分 3,377.35

平成31年01月04日 普通株 23,171 0.02 市場外 取得 貸借

平成31年01月04日 普通株 21,471 0.02 市場外 処分 貸借

平成31年01月07日 普通株 500 0.00 市場内 処分

平成31年01月07日 普通株 400 0.00 市場外 処分 3,474.03

平成31年01月07日 普通株 13,288 0.01 市場外 取得 貸借

平成31年01月07日 普通株 30,793 0.02 市場外 処分 貸借

平成31年01月08日 普通株 300 0.00 市場内 取得

平成31年01月08日 普通株 1,200 0.00 市場内 処分

平成31年01月08日 普通株 20,700 0.02 市場外 取得 貸借

平成31年01月08日 普通株 34,096 0.03 市場外 処分 貸借
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平成31年01月09日 普通株 700 0.00 市場内 取得

平成31年01月09日 普通株 400 0.00 市場内 処分

平成31年01月09日 普通株 23,112 0.02 市場外 取得 貸借

平成31年01月09日 普通株 2,746 0.00 市場外 処分 貸借

平成31年01月10日 普通株 600 0.00 市場内 取得

平成31年01月10日 普通株 27,900 0.02 市場外 取得 貸借

平成31年01月10日 普通株 4,900 0.00 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)に148,661株貸付

機関投資家等8名より508,241株借入、機関投資家等6名に351,938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） 121,568

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） 121,568

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
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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44年12月03日

代表者氏名 マシュー・バーク

代表者役職 会長兼社長兼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） 456,742

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 456,742 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 456,742

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31年01月10日現在）
V 133,919,800

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.34

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.60

（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30年11月12日 普通株 358,622 0.27 市場外 取得 貸借

平成30年11月12日 普通株 362,630 0.27 市場外 処分 貸借

平成30年11月13日 普通株 27,848 0.02 市場外 取得 貸借

平成30年11月13日 普通株 49,960 0.04 市場外 処分 貸借

平成30年11月14日 普通株 478,155 0.36 市場外 取得 貸借

平成30年11月14日 普通株 595,676 0.44 市場外 処分 貸借

平成30年11月15日 普通株 67,201 0.05 市場外 取得 貸借

平成30年11月15日 普通株 65,329 0.05 市場外 処分 貸借

平成30年11月16日 普通株 237,578 0.18 市場外 取得 貸借

平成30年11月16日 普通株 256,676 0.19 市場外 処分 貸借

平成30年11月19日 普通株 705,557 0.53 市場外 取得 貸借

平成30年11月19日 普通株 741,517 0.55 市場外 処分 貸借

平成30年11月20日 普通株 51,888 0.04 市場外 取得 貸借

平成30年11月20日 普通株 55,988 0.04 市場外 処分 貸借

平成30年11月21日 普通株 24,559 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年11月22日 普通株 69,896 0.05 市場外 取得 貸借

平成30年11月22日 普通株 69,530 0.05 市場外 処分 貸借

平成30年11月26日 普通株 460,286 0.34 市場外 取得 貸借

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

18/28



平成30年11月26日 普通株 493,463 0.37 市場外 処分 貸借

平成30年11月27日 普通株 499,476 0.37 市場外 取得 貸借

平成30年11月27日 普通株 487,173 0.36 市場外 処分 貸借

平成30年11月28日 普通株 47,255 0.04 市場外 取得 貸借

平成30年11月28日 普通株 71,952 0.05 市場外 処分 貸借

平成30年11月29日 普通株 864,688 0.65 市場外 取得 貸借

平成30年11月29日 普通株 615,190 0.46 市場外 処分 貸借

平成30年11月30日 普通株 433,416 0.32 市場外 取得 貸借

平成30年11月30日 普通株 628,087 0.47 市場外 処分 貸借

平成30年12月03日 普通株 343,379 0.26 市場外 取得 貸借

平成30年12月03日 普通株 410,167 0.31 市場外 処分 貸借

平成30年12月04日 普通株 259,908 0.19 市場外 取得 貸借

平成30年12月04日 普通株 284,492 0.21 市場外 処分 貸借

平成30年12月05日 普通株 213,751 0.16 市場外 取得 貸借

平成30年12月05日 普通株 222,051 0.17 市場外 処分 貸借

平成30年12月06日 普通株 115,161 0.09 市場外 取得 貸借

平成30年12月06日 普通株 126,161 0.09 市場外 処分 貸借

平成30年12月07日 普通株 479,258 0.36 市場外 取得 貸借

平成30年12月07日 普通株 464,550 0.35 市場外 処分 貸借

平成30年12月10日 普通株 470,656 0.35 市場外 取得 貸借

平成30年12月10日 普通株 495,364 0.37 市場外 処分 貸借

平成30年12月11日 普通株 456,048 0.34 市場外 取得 貸借

平成30年12月11日 普通株 455,048 0.34 市場外 処分 貸借

平成30年12月12日 普通株 495,048 0.37 市場外 取得 貸借

平成30年12月12日 普通株 489,648 0.37 市場外 処分 貸借

平成30年12月13日 普通株 13,500 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年12月13日 普通株 34,400 0.03 市場外 処分 貸借

平成30年12月14日 普通株 10,400 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年12月14日 普通株 16,000 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年12月17日 普通株 20,700 0.02 市場外 取得 貸借

平成30年12月17日 普通株 32,500 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年12月18日 普通株 80,278 0.06 市場外 取得 貸借

平成30年12月18日 普通株 80,713 0.06 市場外 処分 貸借

平成30年12月19日 普通株 68,233 0.05 市場外 取得 貸借

平成30年12月19日 普通株 80,798 0.06 市場外 処分 貸借

平成30年12月20日 普通株 508,008 0.38 市場外 取得 貸借
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平成30年12月20日 普通株 496,862 0.37 市場外 処分 貸借

平成30年12月21日 普通株 27,763 0.02 市場外 取得 貸借

平成30年12月21日 普通株 28,678 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年12月25日 普通株 498,132 0.37 市場外 取得 貸借

平成30年12月25日 普通株 504,913 0.38 市場外 処分 貸借

平成30年12月26日 普通株 5,108 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年12月26日 普通株 25,858 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年12月27日 普通株 134,870 0.10 市場外 取得 貸借

平成30年12月27日 普通株 139,093 0.10 市場外 処分 貸借

平成30年12月28日 普通株 11,718 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年12月28日 普通株 11,036 0.01 市場外 処分 貸借

平成31年01月04日 普通株 4,746 0.00 市場外 取得 貸借

平成31年01月04日 普通株 8,471 0.01 市場外 処分 貸借

平成31年01月07日 普通株 13,968 0.01 市場外 取得 貸借

平成31年01月07日 普通株 38,948 0.03 市場外 処分 貸借

平成31年01月08日 普通株 81,141 0.06 市場外 取得 貸借

平成31年01月08日 普通株 94,629 0.07 市場外 処分 貸借

平成31年01月09日 普通株 91,377 0.07 市場外 取得 貸借

平成31年01月09日 普通株 75,989 0.06 市場外 処分 貸借

平成31年01月10日 普通株 43,971 0.03 市場外 取得 貸借

平成31年01月10日 普通株 53,171 0.04 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148,661株借入

関連会社(モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社)より283,041株借入

機関投資家等2名より25,040株借入、機関投資家等9名に439,754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）
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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・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
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（４） 【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 7,468,570

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 7,468,570

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 7,468,570

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31年01月10日現在）
V 133,919,800

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
5.58

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
5.92

（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11月14日 普通株 95,100 0.07 市場内 取得

平成30年11月27日 普通株 10,100 0.01 市場内 取得

平成30年11月29日 普通株 26,900 0.02 市場内 取得
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平成30年12月04日 普通株 49,400 0.04 市場内 取得

平成30年12月11日 普通株 700 0.00 市場内 処分

平成30年12月27日 普通株 51,800 0.04 市場内 処分

平成30年12月28日 普通株 33,900 0.03 市場内 処分

平成30年12月28日 普通株 3,200 0.00 市場外 処分 3,454.38

平成31年01月04日 普通株 118,700 0.09 市場内 処分

平成31年01月04日 普通株 16,400 0.01 市場外 処分 3,359.21

平成31年01月07日 普通株 85,000 0.06 市場内 処分

平成31年01月07日 普通株 7,500 0.01 市場外 処分 3,439.43

平成31年01月08日 普通株 55,200 0.04 市場内 処分

平成31年01月09日 普通株 75,400 0.06 市場内 処分

平成31年01月09日 普通株 42,500 0.03 市場外 処分 3,484.35

平成31年01月10日 普通株 52,400 0.04 市場内 処分

平成31年01月10日 普通株 72,100 0.05 市場外 処分 3,448.52

（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） 29,156,690

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） 29,156,690

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

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)
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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

（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） 4,410,600

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

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 P Q 4,410,600

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 4,410,600

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31年01月10日現在）
V 133,919,800

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
3.29

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
3.00

（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11月12日 普通株 6,700 0.01 市場内 取得

平成30年11月14日 普通株 107,000 0.08 市場内 取得

平成30年11月14日 普通株 4,300 0.00 市場内 処分

平成30年11月14日 普通株 300 0.00 市場外 処分 3,688.33

平成30年11月16日 普通株 10,600 0.01 市場内 取得

平成30年11月19日 普通株 5,100 0.00 市場内 取得

平成30年11月20日 普通株 5,200 0.00 市場内 取得

平成30年11月22日 普通株 8,700 0.01 市場内 取得

平成30年11月29日 普通株 6,700 0.01 市場内 取得

平成30年12月03日 普通株 4,400 0.00 市場内 取得

平成30年12月04日 普通株 5,400 0.00 市場内 取得

平成30年12月06日 普通株 5,000 0.00 市場内 取得

平成30年12月07日 普通株 500 0.00 市場内 取得
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平成30年12月07日 普通株 400 0.00 市場内 処分

平成30年12月10日 普通株 9,600 0.01 市場内 取得

平成30年12月12日 普通株 9,900 0.01 市場内 取得

平成30年12月13日 普通株 7,900 0.01 市場内 取得

平成30年12月20日 普通株 10,200 0.01 市場内 取得

平成30年12月21日 普通株 17,800 0.01 市場内 取得

平成30年12月21日 普通株 200 0.00 市場外 取得 3,495

平成30年12月25日 普通株 70,900 0.05 市場内 取得

平成30年12月27日 普通株 20,400 0.02 市場内 処分

平成30年12月28日 普通株 23,000 0.02 市場内 処分

平成31年01月04日 普通株 23,200 0.02 市場内 処分

平成31年01月07日 普通株 16,000 0.01 市場内 処分

平成31年01月08日 普通株 9,500 0.01 市場内 処分

平成31年01月09日 普通株 13,300 0.01 市場内 処分

平成31年01月09日 普通株 7,100 0.01 市場外 処分 3,484.25

平成31年01月10日 普通株 8,000 0.01 市場内 処分

平成31年01月10日 普通株 10,700 0.01 市場外 処分 3,448.52

（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） 6,281,029

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4,410,600株の内、2,254,400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） 6,281,029

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）
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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・インベストメント・マネジメント・インク(Morgan Stanley Investment Management Inc.)

（5）モルガン・スタンレー・アジア・リミテッド(Morgan Stanley Asia Limited)

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） 1,271,749 11,879,170

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 1,271,749 P Q 11,879,170

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 431,702

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 12,719,217

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31年01月10日現在）
V 133,919,800

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
9.50

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
10.54

（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
-10,568 -0.01

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)

393,873 0.29

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)

456,742 0.34

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.)

7,468,570 5.58

モルガン・スタンレー・アジア・リミテッ

ド(Morgan Stanley Asia Limited)
4,410,600 3.29

合計 12,719,217 9.50
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