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テイッカー DD

(1)名称 E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

(2)本店所在地 974 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, USA

(3)①設立の準拠法

   ②法的地位

(1)株式の種類及び名称 普通株式

   ②上場している外国の金融商品取引所

ニューヨーク証券取引所

1. 発行者情報

2. 証券情報

(6)事業内容 農業、電子、産業バイオサイエンス、高機能素材などの分野向けにバイオ製品、化学

製品等の製造、販売を手がける。

米国デラウェア州会社法

株式会社

   ③設立年 1915年（米国デラウェア州登記年）

(4)決算期 12月

(5)発行済株式数 958,388,000 株 (2015/12/31時点)

(7)経理の概要 同社年次報告書（※1）を参照のこと。

(2)①発行地 米国

(3)株価の推移      <チャート>(※2)を参照のこと。

2015/1/1～2015/12/31

年間最高値

年間最安値

76.614

47.110

(USD)

(USD)

<チャート>(※2)

(※1) http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/30554/000003055416000106/dd-12312015x10k.htm

(カタカナ) イー アイ デュポン ドゥ ヌムール

(出典：年次報告書)

年次報告書

更新日(年次)：
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売上高

当期純利益

株主資本額

25,130,000,000

1,953,000,000

9,993,000,000

2015/12

1株当たり純利益(基本)

1株当たり純利益(希薄後)

1株当たり配当額

2.17

2.16

1.72

(USD)

(USD)

(USD)

(USD)

(USD)

(USD)

(4)業績推移

(5)1株当たり情報 2015/12

<通貨単位> USD:米ドル

■備考

発行済株式数に優先株式2,373,000株は含まれていない。

売上高は純売上高。

≪ご留意いただきたい事項≫

（注1）本資料は、金融商品取引法に従って作成したものであり、当該外国証券に関する詳細かつ完全な情報が記載されているものではありません。

（注2）外国証券は、国内の金融商品取引所に上場されている場合、又は募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企

業内容等の開示が行われておりません。

（注3）本資料は年次報告書、目論見書などに基づいて作成したものであるため、記載された決算期が直近に終了した決算期より古い場合や、年次

報告書、目論見書などで開示された後の決算数字修正や直近の株式分割等を反映していない場合がありますので、ご了承ください。また本

資料には、年次報告書、目論見書などに記載されている、主たる上場取引所以外の他の取引所への上場の状況が原則として記載されます。

この場合、実際には他の取引所に上場されているものであっても、年次報告書、目論見書などに記載がされていなければ、注記されないこ

とがあります。

（注4）株価（価格）の推移の記載のあるものは、特に注記のない限り、原則として本資料作成の対象となる会計年度の期間を対象としています。

株式分割、株式併合、または資本の増減があった場合には、それ以前の株価を遡及修正しています。

<会計基準> 米国会計基準
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作成日：2015/12/14 

 

3.投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事実の発生（※） 

＜ティッカー＞ DD 

＜会社名＞ E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 

 

＜証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第15条第1項に該当する事実の発生＞ 

重要事実：合併 

（１）内容 

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY（以下、デュポン）と The DOW CHEMICAL COMPANY（以

下、ダウ・ケミカル）は 2015年 12月 11日、「合併することを両社の取締役会が全会一致で承

認した」と発表した。公表資料によると、合併後の会社名は「ダウ・デュポン」になり、デュポ

ンの株主は同社の株式 1株につきダウ・デュポンの株式 1.282株を、ダウ・ケミカルの株主は同

社の株式 1株につきダウ・デュポンの株式 1株を受け取る。合併後、ダウ・デュポンは「農業」、

「材料科学」、「特殊製品」をそれぞれ手がける独立した上場会社 3社に分割される予定。 

合併手続きにはデュポン、ダウ・ケミカル両社の株主や関係当局などからの承認が必要で、

2016 年下半期に完了する見込みである。また、3 社への再編手続きについては合併手続き完了

後、18～24カ月を要するとのことである。 

 

（２）ダウ・ケミカル（ニューヨーク証券取引所上場、ティッカー DOW）の概要 

会社名：  The DOW CHEMICAL COMPANY 

本店所在地： 2030 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, USA 

事業内容： 特殊化学品、農業化学品、プラスティックなどを手がける。 

発行済株式数： 1,242.8   （百万株） 

総資産額： 68,796（百万米ドル） 

負債額：  45,240（百万米ドル） 

株主資本額： 22,423（百万米ドル） 

純売上高： 58,167（百万米ドル） 

当期純利益： 3,772 （百万米ドル） 

※2014年 12月 31日時点のデータ（年次報告書から） 

 

●参考資料（2015年 12月 11日付公告から） 

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/30554/000110465915084413/a15-24895_1ex99d1.htm 

 

（※）本書面は、金融商品取引法第 27 条の 32 の 2 第 2 項および証券情報等の提供又は公表に関する内

閣府令第 15条第 1項が定める「投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事実の発生」をお知らせするもの

です。 
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外国株券等の取引に関する重要事項 
 

水戸証券株式会社 

 

 外国株券等の取引については、以下の点を十分ご理解のうえ取引されるようお願いいたします。なお、この

リーフレット及びその他外国株券等の取引についてご不明な点がございましたら、当社までお問合せください。 

 

1. 手数料等及びリスク等について 
  
・ 外国株券等（※１）の取引には、国内の取引所金融商品市場における外国株券の売買等のほか、外国金融

商品市場等における委託取引と国内店頭取引の２通りの方法があり、当該取引には所定の手数料等（委託

取引の場合は約定代金に対して上限 1.242%（税込）の委託手数料及びその他現地手数料等（当該諸費用

は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、その金額等をあらかじめ記載すること

はできません。）、国内店頭取引の場合は所定の手数料相当額、等）をご負担いただく場合があります。 

・ 外国株券等の取引にあたっては、株式相場、為替相場等の変動や、投資信託、投資証券の裏付けとなって

いる株式、債券、投資信託、不動産、商品等（裏付け資産※２）の価格や評価額の変動に伴い、投資対象

である外国株券等の価格等が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 

・ 外国株券等の発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者等の業務や財産

の状況等に変化が生じた場合、金融商品の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。

また、新株予約権等が付された金融商品については、これらの「権利を行使できる期間の制限」等があり

ます。 

※１ 外国株券等には、外国市場上場の外国株券、新株予約権証券、上場投資信託、上場投資証券等を含

みます。 

※２ 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、

その 終的な裏付け資産を含みます。 

 

 

2. 外国証券情報の提供について 
 

 外国株券等の中には、金融商品取引法(以下、「金商法」といいます。)に基づく企業内容等の開示がな

されていない銘柄があります。金商法に基づく企業内容等の開示がなされていない銘柄の外国株券等につ

いて、お客さまから国内店頭（仕切）取引の買付注文をいただく場合には、あらかじめ若しくは同時に『外

国証券情報』を提供または公表した上で、買付注文をお受け致します。 

 

 

 
 

当社の概要 

商号等 ： 水戸証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第１８１号 

          加入協会： 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 



 

2/2 
 

3. 取引について 
 

 外国株券等の取引には、国内の金融商品取引所（東京証券取引所）上場の外国株券等の売買のほか、

外国金融商品市場等における委託取引（外国現地委託取引）と国内店頭取引（仕切）取引の２通りの方法

があります。 

 

 委託取引（外国現地委託取引） 

お客さまのご注文を、外国金融商品市場等にお取次ぎいたします。 

 

 

 

 

 

 外国金融商品市場等との時差の都合から、約定日は発注日より 1日後となります。 

 注文は日本株と同様に指値、成り行き注文が出来ます（一部出来ない地域もあります）。 

 国内取次ぎ手数料と、現地委託手数料は約定代金に含まれず、これらの手数料が別途かかります。 

（注）海外清算代金とは、約定代金（約定単価×数量）に現地コスト（現地手数料等）を加減したもので

す。 

 国内店頭取引（仕切） 

当社選定銘柄について、当社が相手方となって日本国内でお客さまとの売買に応じる取引です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 お客さまに提示する売り・買い仕切価格は、前日の取引所価格などを基準に合理的かつ適正な方法で算

出した社内基準価格を仲値として±2.5％加減設定したものです。 

 仕切価格に手数料相当額が含まれている為、別途手数料を頂戴することはありません。 

 売り・買い仕切価格は、市況の急変、その他の事情により予告なく変更、若しくは売買を中断する場合

があります。 

 約定する単価・為替が確定しているため、売買と同時に受渡し金額がわかります。 

以上 

当社の概要 

商号等 ： 水戸証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第１８１号 

          加入協会： 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 

お客さま 水戸証券 
外国金融商品

市場等 
海外の業者 

お客さま 水戸証券 

社内基準価格と 

売り・買い仕切価格の 

関係例 

お客さまの売値 社内基準価格（仲値） お客さまの買値

97.5 ドル 100.00 ドル 102.5 ドル 2.5% 2.5% 



年 月 日

お　名　前 ㊞

１．

２．　受領場所　（　ご自宅　　・　　店頭　　・　　その他（　　　　　　　　　　　　）　）　

ＦＡＸ　　・　　郵送

※交付を受けた場所をマルで囲んでください。その他の場合（　）に場所をご記入ください。

以　上

当社使用欄

《顧客別目論見書登録》

交付方法：

交付日： 年 月 日

年 月 日

　※確認日、説明扱者は必要に応じて記載

部店長

Ｂ１４６８

外国株式 　ＥＩ　デュポン　ドゥ　ヌムール

　私は、外国株式の店頭（仕切）取引の発注に当り、金融商品取引法第２７条の３２の２第
１項および証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第１７条に定められた、下記銘柄の
外国証券情報を受領いたしました。

営業管理者
（入力者）

外国証券情報受領書

お客さまコード 扱者コード

担当者
内管責任者
（印鑑照合）

銘柄コード

（説明扱者） 扱者コード

上記２.より

（確認日）

 (2016.7)帳票様式C01405　 保存期間5年かつ検査終了後


