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【発行者に関する事項】
 

発行者の名称 エスフーズ株式会社

証券コード 2292

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京

 

 

【提出者に関する事項】
 

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 ドイチェ信託株式会社

住所又は本店所在地 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー

 

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称
ドイツ銀行　ロンドン支店

(Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London)

住所又は本店所在地
Winchester House, 1 Great Winchester Street,

London EC2N 2DB, England, UK

 

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 ドイツ証券株式会社

住所又は本店所在地 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー

 

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 ドイチェ バンク セキュリティーズ インク

住所又は本店所在地 60 Wall Street, New York, NY 10005-2858, U.S.A.

 

上記提出者に関する事務上の
連絡先及び担当者名

ドイツ証券株式会社　コンプライアンス統括部　渡辺　和枝

電話番号 03-5156-4792

 

 

【訂正事項】
 

訂正される報告書の報告義務発生日 平成29年4月5日

訂正される提出書類名 変更報告書No.3

訂正される提出書類の提出日 平成29年4月12日

訂正目的

平成29年４月12日に提出した変更報告書No.3に訂正すべき事項
があるため、訂正致します。訂正箇所は、発行済株式等総数の
訂正による関連する項目の修正、及び、提出者１ ドイチェ信

託株式会社の明細欄の記述をより明確にするものです。

 
 

 訂正前
 第２「提出者に関する事項」

１「提出者（大量保有者）／１」（ドイチェ信託株式会社）
（４）「上記提出者の保有株券等の内訳」

②「株券等保有割合」

EDINET提出書類

ドイチェ信託株式会社(E30246)

訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書）

2/7



発行済株式等総数（株・口）

（平成29年4月5日 現在）
V 32,507,145

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
8.84

 

 訂正後
 第２「提出者に関する事項」

１「提出者（大量保有者）／１」（ドイチェ信託株式会社）
（４）「上記提出者の保有株券等の内訳」

②「株券等保有割合」

発行済株式等総数（株・口）

（平成29年4月5日 現在）
V 32,267,721

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
8.90

 
 

 訂正前
 第２「提出者に関する事項」

１「提出者（大量保有者）／１」（ドイチェ信託株式会社）

（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」

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2月22日
新株予約権付

社債
79,808 0.22 市場外 処分

権利行使によ

る処分

平成29年2月28日
新株予約権付

社債
159,616 0.45 市場外 処分

権利行使によ

る処分

平成29年3月24日
新株予約権付

社債
79,808 0.22 市場外 処分

権利行使によ

る処分

平成29年4月5日
新株予約権付

社債
119,712 0.34 市場外 処分

権利行使によ

る処分

 

 訂正後
 第２「提出者に関する事項」

１「提出者（大量保有者）／１」（ドイチェ信託株式会社）

（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」

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2月22日
新株予約権付

社債
79,808 0.23 市場外 処分

機関投資家に

よるコールオ

プション行使

による処分

平成29年2月28日
新株予約権付

社債
159,616 0.45 市場外 処分

機関投資家及

びドイツ銀行

ロンドン支店

によるコール

オプション行

使による処分
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平成29年3月24日
新株予約権付

社債
79,808 0.23 市場外 処分

機関投資家に

よるコールオ

プション行使

による処分

平成29年4月5日
新株予約権付

社債
119,712 0.34 市場外 処分

ドイツ銀行ロ

ンドン支店に

よるコールオ

プション行使

による処分

 
 

 訂正前
 第２「提出者に関する事項」

１「提出者（大量保有者）／１」（ドイチェ信託株式会社）

（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

 

 訂正後
 第２「提出者に関する事項」

１「提出者（大量保有者）／１」（ドイチェ信託株式会社）

（６）「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」

3,152,434株に相当する新株予約権付社債券にかかわるコールオプションについては、売却先の機関投資家

が保有

 
 

 訂正前
 第２「提出者に関する事項」
２「提出者（大量保有者）／２」（ドイツ銀行　ロンドン支店）
（４）「上記提出者の保有株券等の内訳」

②「株券等保有割合」

発行済株式等総数（株・口）

（平成29年4月5日 現在）
V 32,507,145

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
2.76

 

 訂正後
 第２「提出者に関する事項」
２「提出者（大量保有者）／２」（ドイツ銀行　ロンドン支店）
（４）「上記提出者の保有株券等の内訳」

②「株券等保有割合」

発行済株式等総数（株・口）

（平成29年4月5日 現在）
V 32,267,721

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
2.78

 
 

 訂正前
 第２「提出者に関する事項」
２「提出者（大量保有者）／２」（ドイツ銀行　ロンドン支店）
（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」
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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2月6日 普通株式 160,000 0.49 市場外 取得 3,080.00

平成29年2月6日 普通株式 1,500 0.01 市場外 処分 貸借

平成29年2月6日
新株予約権付

社債
199,521 0.61 市場外 処分

コールオプ

ション

平成29年2月13日 普通株式 8,000 0.03 市場外 処分 3,236.92

平成29年2月22日 普通株式 1,500 0.01 市場内 処分

平成29年2月22日 普通株式 8,000 0.03 市場外 処分 3,198.01

平成29年3月6日 普通株式 8,000 0.03 市場外 処分 3,155.07

平成29年3月10日 普通株式 69,402 0.21 市場外 処分 貸借

平成29年3月24日 普通株式 1,600 0.01 市場内 取得

 

 訂正後
 第２「提出者に関する事項」
２「提出者（大量保有者）／２」（ドイツ銀行　ロンドン支店）

（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2月6日 普通株式 160,000 0.50 市場外 取得 3,080.00

平成29年2月6日 普通株式 1,500 0.00 市場外 処分 貸借

平成29年2月6日
新株予約権付

社債
199,521 0.62 市場外 処分

コールオプ

ション

平成29年2月13日 普通株式 8,000 0.02 市場外 処分 3,236.92

平成29年2月22日 普通株式 1,500 0.00 市場内 処分

平成29年2月22日 普通株式 8,000 0.02 市場外 処分 3,198.01

平成29年3月6日 普通株式 8,000 0.02 市場外 処分 3,155.07

平成29年3月10日 普通株式 69,402 0.22 市場外 処分 貸借

平成29年3月24日 普通株式 1,600 0.00 市場内 取得

 
 

 訂正前
 第２「提出者に関する事項」
３「提出者（大量保有者）／３」（ドイツ証券株式会社）
（４）「上記提出者の保有株券等の内訳」

②「株券等保有割合」

発行済株式等総数（株・口）

（平成29年4月5日 現在）
V 32,507,145

 

 訂正後
 第２「提出者に関する事項」
３「提出者（大量保有者）／３」（ドイツ証券株式会社）
（４）「上記提出者の保有株券等の内訳」

②「株券等保有割合」

発行済株式等総数（株・口）

（平成29年4月5日 現在）
V 32,267,721

 
 

 訂正前
 第２「提出者に関する事項」
３「提出者（大量保有者）／３」（ドイツ証券株式会社）

（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」
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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22日 普通株式 1,600 0.01 市場外 処分 3,170.00

平成29年3月22日 普通株式 1,600 0.01 市場外 取得 貸借

平成29年3月24日 普通株式 1,600 0.01 市場外 処分 貸借

 

 訂正後
 第２「提出者に関する事項」
３「提出者（大量保有者）／３」（ドイツ証券株式会社）

（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」

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22日 普通株式 1,600 0.00 市場外 処分 3,170.00

平成29年3月22日 普通株式 1,600 0.00 市場外 取得 貸借

平成29年3月24日 普通株式 1,600 0.00 市場外 処分 貸借

 
 

 訂正前
 第２「提出者に関する事項」
４「提出者（大量保有者）／４」（ドイチェ バンク セキュリティーズ インク）
（４）「上記提出者の保有株券等の内訳」

②「株券等保有割合」

発行済株式等総数（株・口）

（平成29年4月5日 現在）
V 32,507,145

 

 訂正後
 第２「提出者に関する事項」
４「提出者（大量保有者）／４」（ドイチェ バンク セキュリティーズ インク）
（４）「上記提出者の保有株券等の内訳」

②「株券等保有割合」

発行済株式等総数（株・口）

（平成29年4月5日 現在）
V 32,267,721

 
 

 訂正前
 第４「提出者及び共同保有者に関する総括表」
２「上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳」

（２）「株券等保有割合」

発行済株式等総数（株・口）

（平成29年4月5日 現在）
V 32,507,145

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
11.36

 

 訂正後
 第４「提出者及び共同保有者に関する総括表」
２「上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳」

（２）「株券等保有割合」

発行済株式等総数（株・口）

（平成29年4月5日 現在）
V 32,267,721
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上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
11.44

 
 

 訂正前
 第４「提出者及び共同保有者に関する総括表」
２「上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳」

（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（％）

ドイチェ信託株式会社 3,152,434 8.84

ドイツ銀行　ロンドン支店 （Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London） 898,195 2.76

合計 4,050,629 11.36

 

 訂正後
 第４「提出者及び共同保有者に関する総括表」
２「上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳」

（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（％）

ドイチェ信託株式会社 3,152,434 8.90

ドイツ銀行　ロンドン支店 （Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London） 898,195 2.78

合計 4,050,629 11.44
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