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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 スミダコーポレーション株式会社

証券コード 6817

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 野村證券株式会社

住所又は本店所在地 東京都中央区日本橋一丁目１３番１号

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13年5月7日

代表者氏名 奥田　健太郎

代表者役職 代表取締役社長

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 野村證券株式会社　取引コンプライアンス部　法人情報管理課　來山　晃士

電話番号 ０３（６７４６）６０５６

（２）【保有目的】

証券業務に係る商品在庫として保有している。

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし。

（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

EDINET提出書類

野村證券株式会社(E03810)

変更報告書

 2/19



株券又は投資証券等（株・口） 243,684

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 243,684 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 243,684

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）

（令和4年3月22日現在）
V 27,444,317

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.89

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
1.47

（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

令和4年1月24日 普通株券 200 0.00 市場内 取得

令和4年1月24日 普通株券 376,800 1.37 市場外 取得 貸借

令和4年1月24日 普通株券 376,800 1.37 市場外 処分 貸借

令和4年1月25日 普通株券 354,600 1.29 市場外 取得 貸借

令和4年1月25日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 994

令和4年1月25日 普通株券 354,400 1.29 市場外 処分 貸借

令和4年1月26日 普通株券 354,200 1.29 市場外 取得 貸借

令和4年1月26日 普通株券 354,400 1.29 市場外 処分 貸借
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令和4年1月27日 普通株券 200 0.00 市場内 処分

令和4年1月27日 普通株券 339,300 1.24 市場外 取得 貸借

令和4年1月27日 普通株券 339,200 1.24 市場外 処分 貸借

令和4年1月28日 普通株券 200 0.00 市場内 取得

令和4年1月28日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 966

令和4年1月31日 普通株券 200 0.00 市場内 処分

令和4年1月31日 普通株券 330,700 1.20 市場外 取得 貸借

令和4年1月31日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 1,000

令和4年1月31日 普通株券 330,500 1.20 市場外 処分 貸借

令和4年2月1日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

令和4年2月1日 普通株券 316,200 1.15 市場外 取得 貸借

令和4年2月1日 普通株券 316,300 1.15 市場外 処分 貸借

令和4年2月2日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

令和4年2月2日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和4年2月2日 普通株券 363,100 1.32 市場外 取得 貸借

令和4年2月2日 普通株券 800 0.00 市場外 処分 1,021

令和4年2月2日 普通株券 362,800 1.32 市場外 処分 貸借

令和4年2月3日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和4年2月4日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和4年2月4日 普通株券 338,500 1.23 市場外 取得 貸借

令和4年2月4日 普通株券 337,800 1.23 市場外 処分 貸借

令和4年2月7日 普通株券 500 0.00 市場内 取得

令和4年2月7日 普通株券 400 0.00 市場外 取得 974

令和4年2月7日 普通株券 338,300 1.23 市場外 取得 貸借

令和4年2月7日 普通株券 1,700 0.01 市場外 処分 974

令和4年2月7日 普通株券 338,200 1.23 市場外 処分 貸借

令和4年2月8日 普通株券 353,200 1.29 市場外 取得 貸借

令和4年2月8日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 941

令和4年2月8日 普通株券 353,100 1.29 市場外 処分 貸借

令和4年2月9日 普通株券 400 0.00 市場内 取得

令和4年2月9日 普通株券 600 0.00 市場内 処分

令和4年2月9日 普通株券 1,700 0.01 市場外 取得 975

令和4年2月9日 普通株券 341,100 1.24 市場外 取得 貸借

令和4年2月9日 普通株券 340,300 1.24 市場外 処分 貸借

令和4年2月10日 普通株券 100 0.00 市場内 取得
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令和4年2月10日 普通株券 362,216 1.32 市場外 取得 貸借

令和4年2月10日 普通株券 361,400 1.32 市場外 処分 貸借

令和4年2月14日 普通株券 500 0.00 市場内 取得

令和4年2月14日 普通株券 410,300 1.50 市場外 取得 貸借

令和4年2月14日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 883

令和4年2月14日 普通株券 411,716 1.50 市場外 処分 貸借

令和4年2月15日 普通株券 300 0.00 市場内 取得

令和4年2月15日 普通株券 414,700 1.51 市場外 取得 貸借

令和4年2月15日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 864

令和4年2月15日 普通株券 415,500 1.51 市場外 処分 貸借

令和4年2月16日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和4年2月16日 普通株券 408,900 1.49 市場外 取得 貸借

令和4年2月16日 普通株券 409,000 1.49 市場外 処分 貸借

令和4年2月18日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

令和4年2月18日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 862

令和4年2月18日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 862

令和4年2月21日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

令和4年2月22日 普通株券 419,416 1.53 市場外 取得 貸借

令和4年2月22日 普通株券 419,800 1.53 市場外 処分 貸借

令和4年2月24日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

令和4年2月24日 普通株券 435,000 1.59 市場外 取得 貸借

令和4年2月24日 普通株券 435,016 1.59 市場外 処分 貸借

令和4年2月25日 普通株券 200 0.00 市場内 処分

令和4年2月25日 普通株券 421,300 1.54 市場外 取得 貸借

令和4年2月25日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 885

令和4年2月25日 普通株券 421,300 1.54 市場外 処分 貸借

令和4年2月28日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和4年2月28日 普通株券 419,400 1.53 市場外 取得 貸借

令和4年2月28日 普通株券 419,500 1.53 市場外 処分 貸借

令和4年3月1日 普通株券 45,400 0.17 市場内 取得

令和4年3月1日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和4年3月1日 普通株券 1,400 0.01 市場外 取得 917

令和4年3月1日 普通株券 388,300 1.41 市場外 取得 貸借

令和4年3月1日 普通株券 93,400 0.34 市場外 処分 903

令和4年3月1日 普通株券 388,000 1.41 市場外 処分 貸借

EDINET提出書類

野村證券株式会社(E03810)

変更報告書

 5/19



令和4年3月2日 普通株券 13,700 0.05 市場内 取得

令和4年3月2日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和4年3月2日 普通株券 8,000 0.03 市場外 取得 897

令和4年3月2日 普通株券 371,600 1.35 市場外 取得 貸借

令和4年3月2日 普通株券 371,500 1.35 市場外 処分 貸借

令和4年3月3日 普通株券 18,300 0.07 市場内 取得

令和4年3月3日 普通株券 700 0.00 市場外 取得 928

令和4年3月3日 普通株券 417,600 1.52 市場外 取得 貸借

令和4年3月3日 普通株券 22,400 0.08 市場外 処分 944

令和4年3月3日 普通株券 370,900 1.35 市場外 処分 貸借

令和4年3月4日 普通株券 7,100 0.03 市場内 取得

令和4年3月4日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和4年3月4日 普通株券 1,400 0.01 市場外 取得 887

令和4年3月4日 普通株券 356,700 1.30 市場外 取得 貸借

令和4年3月4日 普通株券 378,300 1.38 市場外 処分 貸借

令和4年3月7日 普通株券 19,500 0.07 市場内 取得

令和4年3月7日 普通株券 600 0.00 市場外 取得 838

令和4年3月7日 普通株券 360,100 1.31 市場外 取得 貸借

令和4年3月7日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 823

令和4年3月7日 普通株券 356,700 1.30 市場外 処分 貸借

令和4年3月8日 普通株券 4,600 0.02 市場外 処分 貸借

令和4年3月9日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和4年3月9日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 772

令和4年3月9日 普通株券 387,800 1.41 市場外 取得 貸借

令和4年3月9日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 772

令和4年3月9日 普通株券 411,600 1.50 市場外 処分 貸借

令和4年3月10日 普通株券 600 0.00 市場内 取得

令和4年3月10日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和4年3月10日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 816

令和4年3月10日 普通株券 387,100 1.41 市場外 取得 貸借

令和4年3月10日 普通株券 387,100 1.41 市場外 処分 貸借

令和4年3月11日 普通株券 200 0.00 市場内 取得

令和4年3月11日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 797

令和4年3月11日 普通株券 379,100 1.38 市場外 取得 貸借

令和4年3月11日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 797
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令和4年3月11日 普通株券 379,000 1.38 市場外 処分 貸借

令和4年3月14日 普通株券 200 0.00 市場内 処分

令和4年3月14日 普通株券 369,000 1.34 市場外 取得 貸借

令和4年3月14日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 813

令和4年3月14日 普通株券 369,600 1.35 市場外 処分 貸借

令和4年3月15日 普通株券 200 0.00 市場内 取得

令和4年3月15日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和4年3月15日 普通株券 378,900 1.38 市場外 取得 貸借

令和4年3月15日 普通株券 379,200 1.38 市場外 処分 貸借

令和4年3月16日 普通株券 300 0.00 市場内 取得

令和4年3月16日 普通株券 371,700 1.35 市場外 取得 貸借

令和4年3月16日 普通株券 371,100 1.35 市場外 処分 貸借

令和4年3月17日 普通株券 300 0.00 市場内 取得

令和4年3月17日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 885

令和4年3月17日 普通株券 391,900 1.43 市場外 取得 貸借

令和4年3月17日 普通株券 392,000 1.43 市場外 処分 貸借

令和4年3月18日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

令和4年3月18日 普通株券 381,200 1.39 市場外 取得 貸借

令和4年3月18日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 888

令和4年3月18日 普通株券 381,500 1.39 市場外 処分 貸借

令和4年3月22日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和4年3月22日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 895

令和4年3月22日 普通株券 492,900 1.80 市場外 取得 貸借

令和4年3月22日 普通株券 699,700 2.55 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】

消費貸借契約により、ノムラ　インターナショナル　ピーエルシー（ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ）

から249,300株、個人から1,900株 借入れている。

（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

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(株式会社)

氏名又は名称
ノムラ　インターナショナル　ピーエルシー（ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮ

ＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ）

住所又は本店所在地 1 Angel Lane, London EC4R 3AB, 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56年3月12日

代表者氏名 Jonathan Lewis

代表者役職 Chief Executive Officer

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 野村證券株式会社　取引コンプライアンス部　法人情報管理課　來山　晃士

電話番号 ０３（６７４６）６０５６

（２）【保有目的】

証券業務に係わる商品在庫として保有している。

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし。
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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） 399,500

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 399,500 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 249,300

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 150,200

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）

（令和4年3月22日現在）
V 27,444,317

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.55

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.08

（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

令和4年1月24日 普通株券 15,500 0.06 市場内 取得

令和4年1月24日 普通株券 26,100 0.10 市場内 処分

令和4年1月24日 普通株券 2,700 0.01 市場外 取得 1,018

令和4年1月24日 普通株券 9,100 0.03 市場外 処分 1,017

令和4年1月25日 普通株券 15,400 0.06 市場内 取得

EDINET提出書類

野村證券株式会社(E03810)

変更報告書

 9/19



令和4年1月25日 普通株券 24,600 0.09 市場内 処分

令和4年1月25日 普通株券 2,700 0.01 市場外 取得 999

令和4年1月25日 普通株券 2,200 0.01 市場外 処分 1,002

令和4年1月26日 普通株券 14,900 0.05 市場内 取得

令和4年1月26日 普通株券 14,500 0.05 市場内 処分

令和4年1月26日 普通株券 3,700 0.01 市場外 取得 991

令和4年1月26日 普通株券 3,100 0.01 市場外 処分 991

令和4年1月27日 普通株券 23,800 0.09 市場内 取得

令和4年1月27日 普通株券 36,700 0.13 市場内 処分

令和4年1月27日 普通株券 6,000 0.02 市場外 取得 977

令和4年1月27日 普通株券 7,300 0.03 市場外 処分 969

令和4年1月28日 普通株券 20,700 0.08 市場内 取得

令和4年1月28日 普通株券 19,800 0.07 市場内 処分

令和4年1月28日 普通株券 7,100 0.03 市場外 取得 952

令和4年1月28日 普通株券 13,200 0.05 市場外 処分 955

令和4年1月31日 普通株券 49,200 0.18 市場内 取得

令和4年1月31日 普通株券 23,700 0.09 市場内 処分

令和4年1月31日 普通株券 16,500 0.06 市場外 取得 991

令和4年1月31日 普通株券 16,000 0.06 市場外 処分 989

令和4年2月1日 普通株券 38,900 0.14 市場内 取得

令和4年2月1日 普通株券 33,700 0.12 市場内 処分

令和4年2月1日 普通株券 4,000 0.01 市場外 取得 984

令和4年2月1日 普通株券 3,600 0.01 市場外 処分 990

令和4年2月2日 普通株券 17,400 0.06 市場内 取得

令和4年2月2日 普通株券 18,500 0.07 市場内 処分

令和4年2月2日 普通株券 1,700 0.01 市場外 取得 1,016

令和4年2月2日 普通株券 1,200 0.00 市場外 処分 1,012

令和4年2月3日 普通株券 19,800 0.07 市場内 取得

令和4年2月3日 普通株券 29,300 0.11 市場内 処分

令和4年2月3日 普通株券 5,600 0.02 市場外 取得 998

令和4年2月3日 普通株券 1,800 0.01 市場外 処分 997

令和4年2月4日 普通株券 26,700 0.10 市場内 取得

令和4年2月4日 普通株券 22,400 0.08 市場内 処分

令和4年2月4日 普通株券 4,600 0.02 市場外 取得 992

令和4年2月4日 普通株券 3,000 0.01 市場外 処分 1,001
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令和4年2月7日 普通株券 47,800 0.17 市場内 取得

令和4年2月7日 普通株券 66,200 0.24 市場内 処分

令和4年2月7日 普通株券 10,400 0.04 市場外 取得 980

令和4年2月7日 普通株券 7,700 0.03 市場外 処分 982

令和4年2月8日 普通株券 48,200 0.18 市場内 取得

令和4年2月8日 普通株券 31,900 0.12 市場内 処分

令和4年2月8日 普通株券 6,600 0.02 市場外 取得 946

令和4年2月8日 普通株券 4,400 0.02 市場外 処分 950

令和4年2月9日 普通株券 58,600 0.21 市場内 取得

令和4年2月9日 普通株券 25,400 0.09 市場内 処分

令和4年2月9日 普通株券 9,600 0.03 市場外 取得 967

令和4年2月9日 普通株券 9,200 0.03 市場外 処分 970

令和4年2月10日 普通株券 53,000 0.19 市場内 取得

令和4年2月10日 普通株券 35,400 0.13 市場内 処分

令和4年2月10日 普通株券 8,300 0.03 市場外 取得 944

令和4年2月10日 普通株券 6,900 0.03 市場外 処分 944

令和4年2月14日 普通株券 37,400 0.14 市場内 取得

令和4年2月14日 普通株券 31,000 0.11 市場内 処分

令和4年2月14日 普通株券 4,800 0.02 市場外 取得 889

令和4年2月14日 普通株券 4,600 0.02 市場外 処分 889

令和4年2月15日 普通株券 24,100 0.09 市場内 取得

令和4年2月15日 普通株券 22,200 0.08 市場内 処分

令和4年2月15日 普通株券 1,400 0.01 市場外 取得 871

令和4年2月15日 普通株券 1,300 0.00 市場外 処分 874

令和4年2月16日 普通株券 29,900 0.11 市場内 取得

令和4年2月16日 普通株券 26,400 0.10 市場内 処分

令和4年2月16日 普通株券 1,200 0.00 市場外 取得 894

令和4年2月16日 普通株券 3,700 0.01 市場外 処分 894

令和4年2月17日 普通株券 18,900 0.07 市場内 取得

令和4年2月17日 普通株券 20,800 0.08 市場内 処分

令和4年2月17日 普通株券 1,800 0.01 市場外 取得 878

令和4年2月17日 普通株券 2,300 0.01 市場外 処分 880

令和4年2月18日 普通株券 39,200 0.14 市場内 取得

令和4年2月18日 普通株券 30,900 0.11 市場内 処分

令和4年2月18日 普通株券 4,800 0.02 市場外 取得 867
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令和4年2月18日 普通株券 5,100 0.02 市場外 処分 868

令和4年2月21日 普通株券 29,500 0.11 市場内 取得

令和4年2月21日 普通株券 20,000 0.07 市場内 処分

令和4年2月21日 普通株券 3,300 0.01 市場外 取得 839

令和4年2月21日 普通株券 2,400 0.01 市場外 処分 838

令和4年2月22日 普通株券 23,900 0.09 市場内 取得

令和4年2月22日 普通株券 26,300 0.10 市場内 処分

令和4年2月22日 普通株券 2,700 0.01 市場外 取得 820

令和4年2月22日 普通株券 1,700 0.01 市場外 処分 821

令和4年2月24日 普通株券 37,000 0.13 市場内 取得

令和4年2月24日 普通株券 55,100 0.20 市場内 処分

令和4年2月24日 普通株券 3,000 0.01 市場外 取得 825

令和4年2月24日 普通株券 16,500 0.06 市場外 処分 823

令和4年2月25日 普通株券 40,300 0.15 市場内 取得

令和4年2月25日 普通株券 65,600 0.24 市場内 処分

令和4年2月25日 普通株券 3,500 0.01 市場外 取得 872

令和4年2月25日 普通株券 5,900 0.02 市場外 処分 873

令和4年2月28日 普通株券 32,200 0.12 市場内 取得

令和4年2月28日 普通株券 35,100 0.13 市場内 処分

令和4年2月28日 普通株券 11,100 0.04 市場外 取得 888

令和4年2月28日 普通株券 2,800 0.01 市場外 処分 890

令和4年3月1日 普通株券 53,300 0.19 市場内 取得

令和4年3月1日 普通株券 51,200 0.19 市場内 処分

令和4年3月1日 普通株券 7,400 0.03 市場外 取得 908

令和4年3月1日 普通株券 4,600 0.02 市場外 処分 914

令和4年3月2日 普通株券 24,500 0.09 市場内 取得

令和4年3月2日 普通株券 43,200 0.16 市場内 処分

令和4年3月2日 普通株券 6,300 0.02 市場外 取得 897

令和4年3月2日 普通株券 1,800 0.01 市場外 処分 896

令和4年3月3日 普通株券 46,000 0.17 市場内 取得

令和4年3月3日 普通株券 47,800 0.17 市場内 処分

令和4年3月3日 普通株券 4,800 0.02 市場外 取得 917

令和4年3月3日 普通株券 5,600 0.02 市場外 処分 927

令和4年3月4日 普通株券 30,300 0.11 市場内 取得

令和4年3月4日 普通株券 28,300 0.10 市場内 処分
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令和4年3月4日 普通株券 6,200 0.02 市場外 取得 888

令和4年3月4日 普通株券 3,500 0.01 市場外 処分 891

令和4年3月7日 普通株券 46,300 0.17 市場内 取得

令和4年3月7日 普通株券 32,500 0.12 市場内 処分

令和4年3月7日 普通株券 3,400 0.01 市場外 取得 824

令和4年3月7日 普通株券 5,000 0.02 市場外 処分 828

令和4年3月8日 普通株券 60,800 0.22 市場内 取得

令和4年3月8日 普通株券 53,700 0.20 市場内 処分

令和4年3月8日 普通株券 9,400 0.03 市場外 取得 778

令和4年3月8日 普通株券 8,200 0.03 市場外 処分 781

令和4年3月9日 普通株券 37,700 0.14 市場内 取得

令和4年3月9日 普通株券 45,800 0.17 市場内 処分

令和4年3月9日 普通株券 4,100 0.01 市場外 取得 776

令和4年3月9日 普通株券 4,900 0.02 市場外 処分 778

令和4年3月10日 普通株券 21,000 0.08 市場内 取得

令和4年3月10日 普通株券 28,200 0.10 市場内 処分

令和4年3月10日 普通株券 3,600 0.01 市場外 取得 815

令和4年3月10日 普通株券 4,200 0.02 市場外 処分 816

令和4年3月11日 普通株券 31,200 0.11 市場内 取得

令和4年3月11日 普通株券 24,600 0.09 市場内 処分

令和4年3月11日 普通株券 5,400 0.02 市場外 取得 792

令和4年3月11日 普通株券 4,100 0.01 市場外 処分 791

令和4年3月14日 普通株券 11,500 0.04 市場内 取得

令和4年3月14日 普通株券 10,400 0.04 市場内 処分

令和4年3月14日 普通株券 1,400 0.01 市場外 取得 818

令和4年3月14日 普通株券 1,000 0.00 市場外 処分 813

令和4年3月15日 普通株券 32,100 0.12 市場内 取得

令和4年3月15日 普通株券 21,800 0.08 市場内 処分

令和4年3月15日 普通株券 1,800 0.01 市場外 取得 818

令和4年3月15日 普通株券 2,600 0.01 市場外 処分 818

令和4年3月16日 普通株券 27,600 0.10 市場内 取得

令和4年3月16日 普通株券 28,600 0.10 市場内 処分

令和4年3月16日 普通株券 3,700 0.01 市場外 取得 855

令和4年3月16日 普通株券 12,100 0.04 市場外 処分 854

令和4年3月17日 普通株券 33,800 0.12 市場内 取得
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令和4年3月17日 普通株券 22,500 0.08 市場内 処分

令和4年3月17日 普通株券 8,200 0.03 市場外 取得 884

令和4年3月17日 普通株券 2,600 0.01 市場外 処分 887

令和4年3月18日 普通株券 19,500 0.07 市場内 取得

令和4年3月18日 普通株券 27,700 0.10 市場内 処分

令和4年3月18日 普通株券 11,400 0.04 市場外 取得 875

令和4年3月18日 普通株券 1,700 0.01 市場外 処分 874

令和4年3月22日 普通株券 22,900 0.08 市場内 取得

令和4年3月22日 普通株券 39,600 0.14 市場内 処分

令和4年3月22日 普通株券 18,600 0.07 市場外 取得 893

令和4年3月22日 普通株券 2,900 0.01 市場外 処分 893

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

担保差入:139,700株

消費貸借契約により、野村證券株式会社へ249,300株、機関投資家等へ10,000株 貸出している。

（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） 380,166

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） 380,166

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(株式会社)

氏名又は名称 野村アセットマネジメント株式会社

住所又は本店所在地 東京都江東区豊洲二丁目２番１号

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34年12月1日

代表者氏名 小池　広靖

代表者役職 ＣＥＯ兼代表取締役社長

事業内容
証券投資信託の発行・運用・募集、有価証券に関する投資一任業務、及び投

資顧問業務

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
野村アセットマネジメント株式会社　リーガル・コンプライアンス部　出

水　里香

電話番号 ０３（６３８７）４０６６

（２）【保有目的】

信託財産の運用として保有している。

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし。

（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） 3,322,300

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 P Q 3,322,300
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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 0

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 3,322,300

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）

（令和4年3月22日現在）
V 27,444,317

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
12.11

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
12.17

（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

令和4年1月24日 普通株券 10,900 0.04 市場内 取得

令和4年1月24日 普通株券 5,900 0.02 市場外 取得 1,019

令和4年1月24日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 1,029

令和4年1月25日 普通株券 5,300 0.02 市場内 取得

令和4年1月25日 普通株券 3,400 0.01 市場外 取得 1,003

令和4年1月26日 普通株券 15,500 0.06 市場内 取得

令和4年1月26日 普通株券 2,400 0.01 市場外 取得 995

令和4年1月26日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 994

令和4年1月27日 普通株券 9,900 0.04 市場内 取得

令和4年1月27日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 1,012

令和4年1月28日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 967

令和4年1月31日 普通株券 800 0.00 市場内 取得

令和4年1月31日 普通株券 400 0.00 市場外 取得 966

令和4年2月1日 普通株券 4,900 0.02 市場内 取得

令和4年2月1日 普通株券 1,300 0.00 市場外 取得 999

令和4年2月2日 普通株券 1,300 0.00 市場内 取得

令和4年2月2日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 980

令和4年2月2日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 980

令和4年2月3日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 996

令和4年2月4日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 999
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令和4年2月8日 普通株券 1,400 0.01 市場内 取得

令和4年2月8日 普通株券 4,400 0.02 市場外 取得 961

令和4年2月10日 普通株券 500 0.00 市場内 取得

令和4年2月14日 普通株券 6,600 0.02 市場内 取得

令和4年2月14日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 890

令和4年2月14日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 938

令和4年2月15日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 883

令和4年2月16日 普通株券 12,800 0.05 市場内 取得

令和4年2月16日 普通株券 1,200 0.00 市場外 取得 885

令和4年2月17日 普通株券 8,800 0.03 市場内 取得

令和4年2月17日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 884

令和4年2月18日 普通株券 1,700 0.01 市場内 取得

令和4年2月18日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 874

令和4年2月21日 普通株券 1,700 0.01 市場内 取得

令和4年2月21日 普通株券 1,200 0.00 市場外 取得 858

令和4年2月22日 普通株券 12,100 0.04 市場外 取得 821

令和4年2月25日 普通株券 19,100 0.07 市場内 取得

令和4年2月25日 普通株券 1,100 0.00 市場外 取得 877

令和4年2月28日 普通株券 22,000 0.08 市場外 取得 897

令和4年3月1日 普通株券 9,100 0.03 市場内 取得

令和4年3月1日 普通株券 22,600 0.08 市場外 取得 918

令和4年3月2日 普通株券 7,400 0.03 市場内 取得

令和4年3月2日 普通株券 14,900 0.05 市場外 取得 901

令和4年3月3日 普通株券 900 0.00 市場内 取得

令和4年3月3日 普通株券 800 0.00 市場外 取得 902

令和4年3月7日 普通株券 8,100 0.03 市場内 取得

令和4年3月7日 普通株券 900 0.00 市場外 取得 825

令和4年3月8日 普通株券 200 0.00 市場内 取得

令和4年3月8日 普通株券 700 0.00 市場外 取得 803

令和4年3月9日 普通株券 7,000 0.03 市場外 取得 775

令和4年3月10日 普通株券 700 0.00 市場内 取得

令和4年3月10日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 772

令和4年3月11日 普通株券 1,900 0.01 市場内 取得

令和4年3月16日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 822

令和4年3月16日 普通株券 59,300 0.22 市場外 処分
現物移管（処

分）
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令和4年3月17日 普通株券 600 0.00 市場内 取得

令和4年3月17日 普通株券 4,000 0.01 市場外 処分 882

令和4年3月22日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

令和4年3月22日 普通株券 500 0.00 市場外 取得 895

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約により、シティグループ証券株式会社へ7,000株、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社へ2,800株、ゴールドマ

ン・サックス証券株式会社へ300株 貸出している。

（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）

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円） 4,043,812

上記（Y）の内訳 顧客資金

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 4,043,812

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） 野村證券株式会社

（２） ノムラ　インターナショナル　ピーエルシー（ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ）

（３） 野村アセットマネジメント株式会社

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） 643,184 3,322,300

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
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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 643,184 P Q 3,322,300

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 249,300

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 3,716,184

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）

（令和4年3月22日現在）
V 27,444,317

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
13.54

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
13.71

（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（％）

野村證券株式会社 243,684 0.89

ノムラ　インターナショナル　ピーエル

シー（ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩ

ＯＮＡＬ　ＰＬＣ）

150,200 0.55

野村アセットマネジメント株式会社 3,322,300 12.11

合計 3,716,184 13.54
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