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【発行会社に関する事項】

発行者の名称 株式会社村田製作所

証券コード 6981

上場・店頭の別 上場

上場証券取引所 東京     

 

【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（外国法人）

氏名又は名称 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー

（Capital Research and Management Company）

住所又は本店所在地 アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロスアンジェルス、サウスホープ・ストリート

333

（333 South Hope Street, Los Angeles, CA 90071, U.S.A.）

事務上の連絡先及び担当者名 東京都港区赤坂２丁目１７番７号　赤坂溜池タワー６階

クリフォード チャンス法律事務所外国法共同事業　弁護士　鈴木　秀彦

電話番号 03-5561-6645（担当者直通）

 

２【提出者（大量保有者）／２】

個人・法人の別 法人（外国法人）

氏名又は名称 キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー

（Capital Guardian Trust Company）

住所又は本店所在地 アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロスアンジェルス、サウスホープ・ストリート

333

（333 South Hope Street, Los Angeles, California, U.S.A.）

事務上の連絡先及び担当者名 東京都港区赤坂２丁目１７番７号　赤坂溜池タワー６階

クリフォード チャンス法律事務所外国法共同事業　弁護士　鈴木　秀彦

電話番号 03-5561-6645（担当者直通）

 

３【提出者（大量保有者）／３】

個人・法人の別 法人（外国法人）

氏名又は名称 キャピタル・インターナショナル・リミテッド

（Capital International Limited）

住所又は本店所在地 英国SW1X 7GG、ロンドン、グロスヴェノー・プレイス40

（40 Grosvenor Place, London SW1X 7GG, England）

事務上の連絡先及び担当者名 東京都港区赤坂２丁目１７番７号　赤坂溜池タワー６階

クリフォード チャンス法律事務所外国法共同事業　弁護士　鈴木　秀彦

電話番号 03-5561-6645（担当者直通）

 

４【提出者（大量保有者）／４】

個人・法人の別 法人（外国法人）

氏名又は名称 キャピタル・インターナショナル・インク

（Capital International Inc）

住所又は本店所在地 アメリカ合衆国カリフォルニア州90025、ロスアンジェルス、サンタ･モニカ通り

11100、15階

（11100 Santa Monica Boulevard, 15th Fl., Los Angeles, CA 90025, U.S.A.）
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事務上の連絡先及び担当者名 東京都港区赤坂２丁目１７番７号　赤坂溜池タワー６階

クリフォード チャンス法律事務所外国法共同事業　弁護士　鈴木　秀彦

電話番号 03-5561-6645（担当者直通）

 

５【提出者（大量保有者）／５】

個人・法人の別 法人（外国法人）

氏名又は名称 キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

（Capital International Sàrl）

住所又は本店所在地 スイス国、ジュネーヴ1201、プラス・デ・ベルグ3

（3 Place des Bergues, 1201 Geneva, Switzerland）

事務上の連絡先及び担当者

名

東京都港区赤坂２丁目１７番７号　赤坂溜池タワー６階

クリフォード チャンス法律事務所外国法共同事業　弁護士　鈴木　秀彦

電話番号 03-5561-6645（担当者直通）

 

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 キャピタル・インターナショナル株式会社

住所又は本店所在地 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号　明治安田生命ビル14階

事務上の連絡先及び担当者

名

東京都港区赤坂２丁目１７番７号　赤坂溜池タワー６階

クリフォード チャンス法律事務所外国法共同事業　弁護士　鈴木　秀彦

電話番号 03-5561-6645（担当者直通）

 

【訂正事項】

訂正される報告書名 変更報告書No.44

訂正される報告書の報告義務

発生日

平成28年８月16日

訂正内容 平成28年８月23日に提出しました変更報告書の記載事項の一部（下記参照）

に誤りがありましたので、以下の通り訂正します。

 

（訂正前）

第２【提出者に関する事項】

２【提出者（大量保有者）／２】

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近６０日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種

類

数量 割合 市場内外

取引の別

取得又は

処分の別

単価

平成28年6月20日 普通株式 2,300 0.00% 市場内 取得  

平成28年6月20日 米国預託証券 23.25 0.00% 市場外 取得 11,418

平成28年6月20日 普通株式 117 0.00% 市場外 処分 11,438

平成28年6月21日 普通株式 1,200 0.00% 市場内 取得  

平成28年6月21日 米国預託証券 61.75 0.00% 市場外 処分 12,055

平成28年6月21日 普通株式 382 0.00% 市場外 取得 12,136

平成28年6月22日 普通株式 100 0.00% 市場内 処分  
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平成28年6月22日 米国預託証券 47.25 0.00% 市場外 取得 11,817

平成28年6月23日 普通株式 8,400 0.00% 市場内 取得  

平成28年6月23日 米国預託証券 57 0.00% 市場外 処分 12,022

平成28年6月24日 普通株式 9,800 0.00% 市場内 処分  

平成28年6月24日 米国預託証券 59.50 0.00% 市場外 処分 11,491

平成28年6月24日 普通株式 119 0.00% 市場外 処分 11,225

平成28年6月27日 普通株式 900 0.00% 市場内 処分  

平成28年6月27日 普通株式 89 0.00% 市場外 処分 10,672

平成28年6月28日 普通株式 400 0.00% 市場内 取得  

平成28年6月28日 米国預託証券 61 0.00% 市場外 処分 10,825

平成28年6月28日 普通株式 31 0.00% 市場外 処分 10,899

平成28年6月29日 普通株式 100 0.00% 市場内 処分  

平成28年6月29日 普通株式 57 0.00% 市場外 取得 11,615

平成28年6月30日 普通株式 500 0.00% 市場内 処分  

平成28年6月30日 米国預託証券 655.25 0.00% 市場外 取得 11,292

平成28年6月30日 普通株式 76 0.00% 市場外 取得 11,178

平成28年7月1日 普通株式 100 0.00% 市場内 処分  

平成28年7月1日 米国預託証券 244.25 0.00% 市場外 取得 11,118

平成28年7月1日 普通株式 53 0.00% 市場外 処分 11,113

平成28年7月4日 普通株式 2,800 0.00% 市場内 処分  

平成28年7月5日 米国預託証券 56.25 0.00% 市場外 処分 10,966

平成28年7月5日 普通株式 31 0.00% 市場外 取得 10,881

平成28年7月6日 普通株式 24,700 0.01% 市場内 処分  

平成28年7月6日 米国預託証券 3,881 0.01% 市場外 取得 10,293

平成28年7月6日 普通株式 134 0.00% 市場外 処分 10,861

平成28年7月7日 普通株式 400 0.00% 市場内 取得  

平成28年7月7日 米国預託証券 31.50 0.00% 市場外 処分 10,548

平成28年7月7日 普通株式 73 0.00% 市場外 取得 10,563

平成28年7月8日 米国預託証券 39.25 0.00% 市場外 処分 10,659

平成28年7月8日 普通株式 448 0.00% 市場外 取得 10,629

平成28年7月11日 普通株式 100 0.00% 市場内 処分  
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平成28年7月11日 米国預託証券 13.75 0.00% 市場外 処分 11,154

平成28年7月11日 普通株式 35 0.00% 市場外 処分 10,830

平成28年7月12日 普通株式 1,800 0.00% 市場内 処分  

平成28年7月12日 米国預託証券 58 0.00% 市場外 取得 11,443

平成28年7月12日 普通株式 8 0.00% 市場外 取得 11,102

平成28年7月13日 普通株式 142,400 0.00% 市場内 処分  

平成28年7月13日 米国預託証券 44.75 0.00% 市場外 処分 11,836

平成28年7月13日 普通株式 189 0.00% 市場外 処分 11,703

平成28年7月14日 普通株式 2,300 0.00% 市場内 処分  

平成28年7月14日 米国預託証券 24.50 0.00% 市場外 処分 12,020

平成28年7月14日 普通株式 86 0.00% 市場外 取得 11,857

平成28年7月15日 普通株式 100 0.00% 市場内 処分  

平成28年7月15日 米国預託証券 222.25 0.00% 市場外 処分 11,908

平成28年7月15日 普通株式 126 0.00% 市場外 処分 11,857

平成28年7月18日 米国預託証券 464.75 0.00% 市場外 取得 11,959

平成28年7月18日 普通株式 23 0.00% 市場外 取得 11,908

平成28年7月19日 普通株式 600 0.00% 市場内 取得  

平成28年7月19日 米国預託証券 105 0.00% 市場外 取得 12,258

平成28年7月19日 普通株式 45 0.00% 市場外 処分 12,034

平成28年7月20日 普通株式 2,450 0.00% 市場内 取得  

平成28年7月20日 米国預託証券 17.75 0.00% 市場外 取得 11,828

平成28年7月21日 普通株式 3,060 0.00% 市場内 処分  

平成28年7月21日 米国預託証券 81.75 0.00% 市場外 取得 12,196

平成28年7月21日 普通株式 84 0.00% 市場外 取得 12,227

平成28年7月22日 普通株式 200 0.00% 市場内 取得  

平成28年7月22日 米国預託証券 37.75 0.00% 市場外 取得 11,996

平成28年7月25日 米国預託証券 1.75 0.00% 市場外 処分 11,910

平成28年7月26日 普通株式 100 0.00% 市場内 処分  

平成28年7月26日 米国預託証券 93.50 0.00% 市場外 取得 11,844

平成28年7月26日 普通株式 200 0.00% 市場外 処分  12,550

平成28年7月26日 普通株式 690 0.00% 市場外 処分 11,828
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平成28年7月27日 普通株式 100 0.00% 市場内 処分  

平成28年7月27日 米国預託証券 14 0.00% 市場外 取得 10,784

平成28年7月27日 米国預託証券 145.75 0.00% 市場外 処分 12,118

平成28年7月27日 普通株式 24 0.00% 市場外 取得 12,533

平成28年7月28日 米国預託証券 64.75 0.00% 市場外 取得 12,688

平成28年7月29日 米国預託証券 207.75 0.00% 市場外 処分 11,283

平成28年7月29日 米国預託証券 123 0.00% 市場外 処分 12,599

平成28年7月29日 普通株式 13 0.00% 市場外 処分 12,708

平成28年8月1日 普通株式 4,405 0.00% 市場内 取得  

平成28年8月1日 米国預託証券 28.50 0.00% 市場外 取得 12,166

平成28年8月1日 普通株式 7 0.00% 市場外 取得 12,290

平成28年8月2日 普通株式 1,170 0.00% 市場内 処分  

平成28年8月2日 米国預託証券 494.75 0.00% 市場外 取得 11,893

平成28年8月2日 普通株式 120 0.00% 市場外 処分 11,946

平成28年8月3日 普通株式 1,000 0.00% 市場内 処分  

平成28年8月3日 米国預託証券 78.25 0.00% 市場外 取得 12,109

平成28年8月3日 普通株式 118 0.00% 市場外 取得 12,061

平成28年8月4日 普通株式 1,900 0.00% 市場内 取得  

平成28年8月4日 米国預託証券 168 0.00% 市場外 取得 12,241

平成28年8月5日 普通株式 1,400 0.00% 市場内 処分  

平成28年8月5日 米国預託証券 9.75 0.00% 市場外 取得 12,333

平成28年8月8日 普通株式 400 0.00% 市場内 処分  

平成28年8月8日 米国預託証券 41.50 0.00% 市場外 処分 12,358

平成28年8月8日 普通株式 110 0.00% 市場外 処分 12,545

平成28年8月9日 普通株式 28,600 0.01% 市場内 処分  

平成28年8月9日 米国預託証券 106.50 0.00% 市場外 取得 12,545

平成28年8月9日 普通株式 9 0.00% 市場外 取得 12,545

平成28年8月10日 普通株式 1,500 0.00% 市場内 取得  

平成28年8月10日 米国預託証券 117.75 0.00% 市場外 処分 12,564

平成28年8月10日 普通株式 61 0.00% 市場外 処分 12,363

平成28年8月11日 米国預託証券 11.50 0.00% 市場外 取得 12,606
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平成28年8月12日 普通株式 55,600 0.02% 市場内 取得  

平成28年8月12日 米国預託証券 17.75 0.00% 市場外 取得 12,876

平成28年8月12日 普通株式 16 0.00% 市場外 処分 12,692

平成28年8月15日 普通株式 3,500 0.00% 市場内 取得  

平成28年8月15日 米国預託証券 41.75 0.00% 市場外 取得 13,054

平成28年8月15日 普通株式 702 0.00% 市場外 処分 13,052

平成28年8月16日 普通株式 6,300 0.00% 市場内 処分  

 

（訂正後）

第２【提出者に関する事項】

２【提出者（大量保有者）／２】

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近６０日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種

類

数量 割合 市場内外

取引の別

取得又は

処分の別

単価

平成28年6月20日 普通株式 2,300 0.00% 市場内 取得  

平成28年6月20日 米国預託証券 23.25 0.00% 市場外 取得 11,418

平成28年6月20日 普通株式 117 0.00% 市場外 処分 11,438

平成28年6月21日 普通株式 1,200 0.00% 市場内 取得  

平成28年6月21日 米国預託証券 61.75 0.00% 市場外 処分 12,055

平成28年6月21日 普通株式 382 0.00% 市場外 取得 12,136

平成28年6月22日 普通株式 100 0.00% 市場内 処分  

平成28年6月22日 米国預託証券 47.25 0.00% 市場外 取得 11,817

平成28年6月23日 普通株式 8,400 0.00% 市場内 取得  

平成28年6月23日 米国預託証券 57 0.00% 市場外 処分 12,022

平成28年6月24日 普通株式 9,800 0.00% 市場内 処分  

平成28年6月24日 米国預託証券 59.50 0.00% 市場外 処分 11,491

平成28年6月24日 普通株式 119 0.00% 市場外 処分 11,225

平成28年6月27日 普通株式 900 0.00% 市場内 処分  

平成28年6月27日 普通株式 89 0.00% 市場外 処分 10,672

平成28年6月28日 普通株式 400 0.00% 市場内 取得  

平成28年6月28日 米国預託証券 61 0.00% 市場外 処分 10,825

平成28年6月28日 普通株式 31 0.00% 市場外 処分 10,899

平成28年6月29日 普通株式 100 0.00% 市場内 処分  

平成28年6月29日 普通株式 57 0.00% 市場外 取得 11,615
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平成28年6月30日 普通株式 500 0.00% 市場内 処分  

平成28年6月30日 米国預託証券 655.25 0.00% 市場外 取得 11,292

平成28年6月30日 普通株式 76 0.00% 市場外 取得 11,178

平成28年7月1日 普通株式 100 0.00% 市場内 処分  

平成28年7月1日 米国預託証券 244.25 0.00% 市場外 取得 11,118

平成28年7月1日 普通株式 53 0.00% 市場外 処分 11,113

平成28年7月4日 普通株式 2,800 0.00% 市場内 処分  

平成28年7月5日 米国預託証券 56.25 0.00% 市場外 処分 10,966

平成28年7月5日 普通株式 31 0.00% 市場外 取得 10,881

平成28年7月6日 普通株式 24,700 0.01% 市場内 処分  

平成28年7月6日 米国預託証券 3,881 0.00% 市場外 取得 10,293

平成28年7月6日 普通株式 134 0.00% 市場外 処分 10,861

平成28年7月7日 普通株式 400 0.00% 市場内 取得  

平成28年7月7日 米国預託証券 31.50 0.00% 市場外 処分 10,548

平成28年7月7日 普通株式 73 0.00% 市場外 取得 10,563

平成28年7月8日 米国預託証券 39.25 0.00% 市場外 処分 10,659

平成28年7月8日 普通株式 448 0.00% 市場外 取得 10,629

平成28年7月11日 普通株式 100 0.00% 市場内 処分  

平成28年7月11日 米国預託証券 13.75 0.00% 市場外 処分 11,154

平成28年7月11日 普通株式 35 0.00% 市場外 処分 10,830

平成28年7月12日 普通株式 1,800 0.00% 市場内 処分  

平成28年7月12日 米国預託証券 58 0.00% 市場外 取得 11,443

平成28年7月12日 普通株式 8 0.00% 市場外 取得 11,102

平成28年7月13日 普通株式 142,400 0.06% 市場内 処分  

平成28年7月13日 米国預託証券 44.75 0.00% 市場外 処分 11,836

平成28年7月13日 普通株式 189 0.00% 市場外 処分 11,703

平成28年7月14日 普通株式 2,300 0.00% 市場内 処分  

平成28年7月14日 米国預託証券 24.50 0.00% 市場外 処分 12,020

平成28年7月14日 普通株式 86 0.00% 市場外 取得 11,857

平成28年7月15日 普通株式 100 0.00% 市場内 処分  

平成28年7月15日 米国預託証券 222.25 0.00% 市場外 処分 11,908
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平成28年7月15日 普通株式 126 0.00% 市場外 処分 11,857

平成28年7月18日 米国預託証券 464.75 0.00% 市場外 取得 11,959

平成28年7月18日 普通株式 23 0.00% 市場外 取得 11,908

平成28年7月19日 普通株式 600 0.00% 市場内 取得  

平成28年7月19日 米国預託証券 105 0.00% 市場外 取得 12,258

平成28年7月19日 普通株式 45 0.00% 市場外 処分 12,034

平成28年7月20日 普通株式 2,450 0.00% 市場内 取得  

平成28年7月20日 米国預託証券 17.75 0.00% 市場外 取得 11,828

平成28年7月21日 普通株式 3,060 0.00% 市場内 処分  

平成28年7月21日 米国預託証券 81.75 0.00% 市場外 取得 12,196

平成28年7月21日 普通株式 84 0.00% 市場外 取得 12,227

平成28年7月22日 普通株式 200 0.00% 市場内 取得  

平成28年7月22日 米国預託証券 37.75 0.00% 市場外 取得 11,996

平成28年7月25日 米国預託証券 1.75 0.00% 市場外 処分 11,910

平成28年7月26日 普通株式 100 0.00% 市場内 処分  

平成28年7月26日 米国預託証券 93.50 0.00% 市場外 取得 11,844

平成28年7月26日 普通株式 200 0.00% 市場外 処分  12,550

平成28年7月26日 普通株式 690 0.00% 市場外 処分 11,828

平成28年7月27日 普通株式 100 0.00% 市場内 処分  

平成28年7月27日 米国預託証券 14 0.00% 市場外 取得 10,784

平成28年7月27日 米国預託証券 145.75 0.00% 市場外 処分 12,118

平成28年7月27日 普通株式 24 0.00% 市場外 取得 12,533

平成28年7月28日 米国預託証券 64.75 0.00% 市場外 取得 12,688

平成28年7月29日 米国預託証券 207.75 0.00% 市場外 処分 11,283

平成28年7月29日 米国預託証券 123 0.00% 市場外 処分 12,599

平成28年7月29日 普通株式 13 0.00% 市場外 処分 12,708

平成28年8月1日 普通株式 4,405 0.00% 市場内 取得  

平成28年8月1日 米国預託証券 28.50 0.00% 市場外 取得 12,166

平成28年8月1日 普通株式 7 0.00% 市場外 取得 12,290

平成28年8月2日 普通株式 1,170 0.00% 市場内 処分  

平成28年8月2日 米国預託証券 494.75 0.00% 市場外 取得 11,893
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平成28年8月2日 普通株式 120 0.00% 市場外 処分 11,946

平成28年8月3日 普通株式 1,000 0.00% 市場内 処分  

平成28年8月3日 米国預託証券 78.25 0.00% 市場外 取得 12,109

平成28年8月3日 普通株式 118 0.00% 市場外 取得 12,061

平成28年8月4日 普通株式 1,900 0.00% 市場内 取得  

平成28年8月4日 米国預託証券 168 0.00% 市場外 取得 12,241

平成28年8月5日 普通株式 1,400 0.00% 市場内 処分  

平成28年8月5日 米国預託証券 9.75 0.00% 市場外 取得 12,333

平成28年8月8日 普通株式 400 0.00% 市場内 処分  

平成28年8月8日 米国預託証券 41.50 0.00% 市場外 処分 12,358

平成28年8月8日 普通株式 110 0.00% 市場外 処分 12,545

平成28年8月9日 普通株式 28,600 0.01% 市場内 処分  

平成28年8月9日 米国預託証券 106.50 0.00% 市場外 取得 12,545

平成28年8月9日 普通株式 9 0.00% 市場外 取得 12,545

平成28年8月10日 普通株式 1,500 0.00% 市場内 取得  

平成28年8月10日 米国預託証券 117.75 0.00% 市場外 処分 12,564

平成28年8月10日 普通株式 61 0.00% 市場外 処分 12,363

平成28年8月11日 米国預託証券 11.50 0.00% 市場外 取得 12,606

平成28年8月12日 普通株式 55,600 0.02% 市場内 取得  

平成28年8月12日 米国預託証券 17.75 0.00% 市場外 取得 12,876

平成28年8月12日 普通株式 16 0.00% 市場外 処分 12,692

平成28年8月15日 普通株式 3,500 0.00% 市場内 取得  

平成28年8月15日 米国預託証券 41.75 0.00% 市場外 取得 13,054

平成28年8月15日 普通株式 702 0.00% 市場外 処分 13,052

平成28年8月16日 普通株式 6,300 0.00% 市場内 処分  

 

（訂正前）

第２【提出者に関する事項】

５【提出者（大量保有者）／５】

(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

②【株券等保有割合】

発行済株式総数（株・口）

（平成28年８月16日現在）

V

225,263,592
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上記提出者の株券等保有割合

（％）

（T/(U+V)×100）

0.12

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）

0.08

 

（訂正後）

第２【提出者に関する事項】

５【提出者（大量保有者）／５】

(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

②【株券等保有割合】

発行済株式総数（株・口）

（平成28年８月16日現在）

V

225,263,592

上記提出者の株券等保有割合

（％）

（T/(U+V)×100）

0.12

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）

 

 

（訂正前）

第２【提出者に関する事項】

６【提出者（大量保有者）／６】

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近６０日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の

種類

数量 割合 市場内外

取引の別

取得又は

処分の別

単価

平成28年6月27日 普通株式 2,100 0.00% 市場内 処分  

平成28年7月13日 普通株式 41,500 0.02% 市場内 処分  

平成28年8月8日 普通株式 400 0.00% 市場内 処分  

平成28年8月12日 普通株式 15,300 0.01% 市場内 取得  

平成28年8月16日 普通株式 55,800 0.02% 市場内 取得  

 

（訂正後）

第２【提出者に関する事項】

６【提出者（大量保有者）／６】

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近６０日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の

種類

数量 割合 市場内外

取引の別

取得又は

処分の別

単価

平成28年6月27日 普通株式 2,100 0.00% 市場内 処分  

平成28年7月13日 普通株式 41,500 0.02% 市場内 処分  

平成28年8月8日 普通株式 400 0.00% 市場内 処分  

平成28年8月12日 普通株式 15,300 0.01% 市場外 取得 12,670

平成28年8月16日 普通株式 55,800 0.02% 市場内 取得  
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