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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 北興化学工業株式会社

証券コード 4992

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、及び累積投資業務の運営目的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
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株券又は投資証券等（株・口） 1,114,288

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 1,114,288 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 1,114,288

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6月1日現在）
V 29,985,531

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
3.72

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
2.40

（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4月4日 普通株券 500 0.00 市場内 取得

令和4年4月4日 普通株券 300 0.00 市場内 処分

令和4年4月4日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 939

令和4年4月4日 普通株券 340,216 1.13 市場外 取得 貸借

令和4年4月4日 普通株券 338,916 1.13 市場外 処分 貸借

令和4年4月5日 普通株券 600 0.00 市場内 取得

令和4年4月5日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和4年4月5日 普通株券 339,916 1.13 市場外 取得 貸借
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令和4年4月5日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 920

令和4年4月5日 普通株券 339,416 1.13 市場外 処分 貸借

令和4年4月6日 普通株券 2,800 0.01 市場内 処分

令和4年4月6日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 921

令和4年4月6日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 923

令和4年4月7日 普通株券 400 0.00 市場内 処分

令和4年4月8日 普通株券 500 0.00 市場内 取得

令和4年4月8日 普通株券 200 0.00 市場内 処分

令和4年4月8日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 877

令和4年4月8日 普通株券 343,416 1.15 市場外 取得 貸借

令和4年4月8日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 885

令和4年4月8日 普通株券 341,416 1.14 市場外 処分 貸借

令和4年4月11日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和4年4月11日 普通株券 314,916 1.05 市場外 取得 貸借

令和4年4月11日 普通株券 341,416 1.14 市場外 処分 貸借

令和4年4月12日 普通株券 300 0.00 市場内 処分

令和4年4月13日 普通株券 700 0.00 市場内 取得

令和4年4月13日 普通株券 305,116 1.02 市場外 取得 貸借

令和4年4月13日 普通株券 314,916 1.05 市場外 処分 貸借

令和4年4月14日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和4年4月14日 普通株券 305,716 1.02 市場外 取得 貸借

令和4年4月14日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 1,037

令和4年4月14日 普通株券 305,416 1.02 市場外 処分 貸借

令和4年4月15日 普通株券 200 0.00 市場内 取得

令和4年4月15日 普通株券 200 0.00 市場内 処分

令和4年4月15日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 1,014

令和4年4月18日 普通株券 200 0.00 市場内 処分

令和4年4月18日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 977

令和4年4月20日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

令和4年4月20日 普通株券 400 0.00 市場内 処分

令和4年4月21日 普通株券 200 0.00 市場内 処分

令和4年4月22日 普通株券 11,000 0.04 市場内 取得

令和4年4月22日 普通株券 400 0.00 市場内 処分

令和4年4月22日 普通株券 500 0.00 市場外 取得 1,007

令和4年4月22日 普通株券 305,816 1.02 市場外 取得 貸借
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令和4年4月22日 普通株券 16,500 0.06 市場外 処分 999

令和4年4月22日 普通株券 305,616 1.02 市場外 処分 貸借

令和4年4月25日 普通株券 5,600 0.02 市場内 取得

令和4年4月25日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和4年4月25日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 983

令和4年4月25日 普通株券 306,016 1.02 市場外 取得 貸借

令和4年4月25日 普通株券 305,816 1.02 市場外 処分 貸借

令和4年4月26日 普通株券 1,100 0.00 市場内 取得

令和4年4月26日 普通株券 308,616 1.03 市場外 取得 貸借

令和4年4月26日 普通株券 307,216 1.02 市場外 処分 貸借

令和4年4月27日 普通株券 2,900 0.01 市場内 取得

令和4年4月27日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 981

令和4年5月6日 普通株券 600 0.00 市場内 取得

令和4年5月6日 普通株券 400 0.00 市場内 処分

令和4年5月9日 普通株券 200 0.00 市場内 処分

令和4年5月10日 普通株券 200 0.00 市場内 処分

令和4年5月10日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 980

令和4年5月11日 普通株券 300 0.00 市場内 取得

令和4年5月11日 普通株券 600 0.00 市場外 取得 968

令和4年5月11日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 973

令和4年5月12日 普通株券 200 0.00 市場内 取得

令和4年5月12日 普通株券 300 0.00 市場内 処分

令和4年5月12日 普通株券 700 0.00 市場外 取得 956

令和4年5月13日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

令和4年5月13日 普通株券 1,000 0.00 市場内 処分

令和4年5月13日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 975

令和4年5月16日 普通株券 1,600 0.01 市場内 処分

令和4年5月16日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 952

令和4年5月19日 普通株券 900 0.00 市場内 処分

令和4年5月19日 普通株券 306,616 1.02 市場外 取得 貸借

令和4年5月19日 普通株券 500 0.00 市場外 処分 1,013

令和4年5月19日 普通株券 307,216 1.02 市場外 処分 貸借

令和4年5月20日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

令和4年5月20日 普通株券 4,000 0.01 市場内 処分

令和4年5月20日 普通株券 4,000 0.01 市場外 取得 1,039
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令和4年5月20日 普通株券 303,116 1.01 市場外 取得 貸借

令和4年5月20日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 1,026

令和4年5月20日 普通株券 306,616 1.02 市場外 処分 貸借

令和4年5月24日 普通株券 294,816 0.98 市場外 取得 貸借

令和4年5月24日 普通株券 303,116 1.01 市場外 処分 貸借

令和4年5月25日 普通株券 400 0.00 市場内 取得

令和4年5月25日 普通株券 500 0.00 市場内 処分

令和4年5月25日 普通株券 400 0.00 市場外 取得 991

令和4年5月25日 普通株券 292,516 0.98 市場外 取得 貸借

令和4年5月25日 普通株券 800 0.00 市場外 処分 991

令和4年5月25日 普通株券 294,816 0.98 市場外 処分 貸借

令和4年5月26日 普通株券 200 0.00 市場内 処分

令和4年5月26日 普通株券 1,175,484 3.92 市場外 取得 貸借

令和4年5月26日 普通株券 734,000 2.45 市場外 処分 貸借

令和4年5月27日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和4年5月27日 普通株券 1,600 0.01 市場外 取得 991

令和4年5月27日 普通株券 729,500 2.43 市場外 取得 貸借

令和4年5月27日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 991

令和4年5月27日 普通株券 734,000 2.45 市場外 処分 貸借

令和4年5月30日 普通株券 600 0.00 市場内 取得

令和4年5月30日 普通株券 2,400 0.01 市場内 処分

令和4年5月30日 普通株券 4,000 0.01 市場外 取得 1,015

令和4年5月30日 普通株券 727,600 2.43 市場外 取得 貸借

令和4年5月30日 普通株券 900 0.00 市場外 処分 1,016

令和4年5月30日 普通株券 1,564,500 5.22 市場外 処分 貸借

令和4年5月31日 普通株券 200 0.00 市場内 取得

令和4年5月31日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 1,009

令和4年5月31日 普通株券 727,200 2.43 市場外 取得 貸借

令和4年5月31日 普通株券 727,600 2.43 市場外 処分 貸借

令和4年6月1日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

令和4年6月1日 普通株券 700 0.00 市場内 処分

令和4年6月1日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 1,062

令和4年6月1日 普通株券 1,122,716 3.74 市場外 取得 貸借

令和4年6月1日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 1,039

令和4年6月1日 普通株券 727,200 2.43 市場外 処分 貸借
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（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

担保として、野村信託銀行株式会社へ835,000株 差入れている。

消費貸借契約により、野村ホールディングス株式会社から835,000株、ノムラ　インターナショナル　ピーエルシー（ＮＯＭ

ＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ）から287,716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） 28

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） 28

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 野村ホールディングス株式会社

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 大正14年12月25日

代表者氏名 奥田　健太郎

代表者役職 代表執行役社長　グループＣＥＯ

事業内容 投融資事業
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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】

友好関係を維持、強化するための政策投資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） 836,000

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 836,000 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 835,000

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 1,000

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6月1日現在）
V 29,985,531

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
2.79
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（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

（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、野村證券株式会社へ835,000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） 79,896

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） 79,896

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
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
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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。

（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） 728,700

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 728,700 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 287,716

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 440,984

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6月1日現在）
V 29,985,531
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上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
1.47

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.01

（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4月4日 普通株券 7,600 0.03 市場内 取得

令和4年4月4日 普通株券 2,600 0.01 市場内 処分

令和4年4月4日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 941

令和4年4月5日 普通株券 14,800 0.05 市場内 取得

令和4年4月5日 普通株券 3,100 0.01 市場内 処分

令和4年4月5日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 922

令和4年4月5日 普通株券 1,100 0.00 市場外 処分 920

令和4年4月6日 普通株券 8,400 0.03 市場内 取得

令和4年4月6日 普通株券 5,300 0.02 市場内 処分

令和4年4月6日 普通株券 600 0.00 市場外 取得 924

令和4年4月6日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 927

令和4年4月7日 普通株券 6,100 0.02 市場内 取得

令和4年4月7日 普通株券 4,400 0.01 市場内 処分

令和4年4月7日 普通株券 1,200 0.00 市場外 取得 889

令和4年4月7日 普通株券 41,600 0.14 市場外 処分 888

令和4年4月8日 普通株券 7,100 0.02 市場内 取得

令和4年4月8日 普通株券 5,900 0.02 市場内 処分

令和4年4月8日 普通株券 700 0.00 市場外 取得 882

令和4年4月8日 普通株券 800 0.00 市場外 処分 882

令和4年4月11日 普通株券 6,500 0.02 市場内 取得

令和4年4月11日 普通株券 17,900 0.06 市場内 処分

令和4年4月11日 普通株券 800 0.00 市場外 取得 905

令和4年4月11日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 905

令和4年4月12日 普通株券 98,600 0.33 市場内 取得

令和4年4月12日 普通株券 60,400 0.20 市場内 処分

令和4年4月12日 普通株券 15,500 0.05 市場外 取得 1,013

令和4年4月12日 普通株券 11,800 0.04 市場外 処分 1,021

令和4年4月13日 普通株券 27,500 0.09 市場内 取得

令和4年4月13日 普通株券 23,500 0.08 市場内 処分

令和4年4月13日 普通株券 3,800 0.01 市場外 取得 1,039
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令和4年4月13日 普通株券 3,100 0.01 市場外 処分 1,048

令和4年4月14日 普通株券 13,600 0.05 市場内 取得

令和4年4月14日 普通株券 11,900 0.04 市場内 処分

令和4年4月14日 普通株券 1,900 0.01 市場外 取得 1,036

令和4年4月14日 普通株券 1,800 0.01 市場外 処分 1,039

令和4年4月15日 普通株券 11,700 0.04 市場内 取得

令和4年4月15日 普通株券 5,300 0.02 市場内 処分

令和4年4月15日 普通株券 600 0.00 市場外 取得 1,017

令和4年4月15日 普通株券 1,200 0.00 市場外 処分 1,021

令和4年4月18日 普通株券 3,200 0.01 市場内 取得

令和4年4月18日 普通株券 5,200 0.02 市場内 処分

令和4年4月18日 普通株券 1,500 0.01 市場外 取得 985

令和4年4月18日 普通株券 1,100 0.00 市場外 処分 986

令和4年4月19日 普通株券 3,400 0.01 市場内 取得

令和4年4月19日 普通株券 3,900 0.01 市場内 処分

令和4年4月19日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 985

令和4年4月19日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 979

令和4年4月20日 普通株券 8,200 0.03 市場内 取得

令和4年4月20日 普通株券 5,100 0.02 市場内 処分

令和4年4月20日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 1,001

令和4年4月20日 普通株券 1,100 0.00 市場外 処分 1,002

令和4年4月21日 普通株券 3,400 0.01 市場内 取得

令和4年4月21日 普通株券 12,100 0.04 市場内 処分

令和4年4月21日 普通株券 600 0.00 市場外 取得 1,014

令和4年4月21日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 1,013

令和4年4月22日 普通株券 6,600 0.02 市場内 取得

令和4年4月22日 普通株券 7,800 0.03 市場内 処分

令和4年4月22日 普通株券 1,100 0.00 市場外 取得 998

令和4年4月22日 普通株券 2,300 0.01 市場外 処分 1,000

令和4年4月25日 普通株券 12,600 0.04 市場内 取得

令和4年4月25日 普通株券 8,800 0.03 市場内 処分

令和4年4月25日 普通株券 600 0.00 市場外 取得 981

令和4年4月25日 普通株券 1,000 0.00 市場外 処分 981

令和4年4月26日 普通株券 10,900 0.04 市場内 取得

令和4年4月26日 普通株券 7,600 0.03 市場内 処分
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令和4年4月26日 普通株券 4,100 0.01 市場外 取得 993

令和4年4月26日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 995

令和4年4月27日 普通株券 14,000 0.05 市場内 取得

令和4年4月27日 普通株券 12,500 0.04 市場内 処分

令和4年4月27日 普通株券 1,800 0.01 市場外 取得 980

令和4年4月27日 普通株券 1,100 0.00 市場外 処分 976

令和4年4月28日 普通株券 4,700 0.02 市場内 取得

令和4年4月28日 普通株券 5,500 0.02 市場内 処分

令和4年4月28日 普通株券 1,000 0.00 市場外 取得 990

令和4年4月28日 普通株券 1,700 0.01 市場外 処分 989

令和4年5月2日 普通株券 5,600 0.02 市場内 取得

令和4年5月2日 普通株券 6,600 0.02 市場内 処分

令和4年5月2日 普通株券 600 0.00 市場外 取得 995

令和4年5月2日 普通株券 1,400 0.00 市場外 処分 1,001

令和4年5月6日 普通株券 6,600 0.02 市場内 取得

令和4年5月6日 普通株券 8,400 0.03 市場内 処分

令和4年5月6日 普通株券 1,200 0.00 市場外 取得 1,029

令和4年5月6日 普通株券 1,300 0.00 市場外 処分 1,020

令和4年5月9日 普通株券 12,100 0.04 市場内 取得

令和4年5月9日 普通株券 8,400 0.03 市場内 処分

令和4年5月9日 普通株券 1,500 0.01 市場外 取得 1,022

令和4年5月9日 普通株券 900 0.00 市場外 処分 1,023

令和4年5月10日 普通株券 12,400 0.04 市場内 取得

令和4年5月10日 普通株券 16,300 0.05 市場内 処分

令和4年5月10日 普通株券 6,200 0.02 市場外 取得 980

令和4年5月10日 普通株券 1,500 0.01 市場外 処分 979

令和4年5月11日 普通株券 5,200 0.02 市場内 取得

令和4年5月11日 普通株券 9,700 0.03 市場内 処分

令和4年5月11日 普通株券 6,800 0.02 市場外 取得 964

令和4年5月11日 普通株券 1,600 0.01 市場外 処分 967

令和4年5月12日 普通株券 5,300 0.02 市場内 取得

令和4年5月12日 普通株券 6,200 0.02 市場内 処分

令和4年5月12日 普通株券 2,500 0.01 市場外 取得 953

令和4年5月12日 普通株券 900 0.00 市場外 処分 955

令和4年5月13日 普通株券 8,100 0.03 市場内 取得
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令和4年5月13日 普通株券 10,800 0.04 市場内 処分

令和4年5月13日 普通株券 2,600 0.01 市場外 取得 975

令和4年5月13日 普通株券 2,100 0.01 市場外 処分 972

令和4年5月16日 普通株券 11,700 0.04 市場内 取得

令和4年5月16日 普通株券 6,100 0.02 市場内 処分

令和4年5月16日 普通株券 900 0.00 市場外 取得 961

令和4年5月16日 普通株券 1,200 0.00 市場外 処分 963

令和4年5月17日 普通株券 8,400 0.03 市場内 取得

令和4年5月17日 普通株券 6,300 0.02 市場内 処分

令和4年5月17日 普通株券 600 0.00 市場外 取得 970

令和4年5月17日 普通株券 3,300 0.01 市場外 処分 972

令和4年5月18日 普通株券 9,400 0.03 市場内 取得

令和4年5月18日 普通株券 11,000 0.04 市場内 処分

令和4年5月18日 普通株券 500 0.00 市場外 取得 993

令和4年5月18日 普通株券 2,200 0.01 市場外 処分 995

令和4年5月19日 普通株券 7,800 0.03 市場内 取得

令和4年5月19日 普通株券 8,000 0.03 市場内 処分

令和4年5月19日 普通株券 2,200 0.01 市場外 取得 1,015

令和4年5月19日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 1,021

令和4年5月20日 普通株券 13,600 0.05 市場内 取得

令和4年5月20日 普通株券 23,000 0.08 市場内 処分

令和4年5月20日 普通株券 1,300 0.00 市場外 取得 1,033

令和4年5月20日 普通株券 1,900 0.01 市場外 処分 1,041

令和4年5月23日 普通株券 9,400 0.03 市場内 取得

令和4年5月23日 普通株券 12,400 0.04 市場内 処分

令和4年5月23日 普通株券 1,500 0.01 市場外 取得 1,002

令和4年5月23日 普通株券 800 0.00 市場外 処分 1,005

令和4年5月24日 普通株券 7,700 0.03 市場内 取得

令和4年5月24日 普通株券 9,800 0.03 市場内 処分

令和4年5月24日 普通株券 1,400 0.00 市場外 取得 989

令和4年5月24日 普通株券 2,100 0.01 市場外 処分 991

令和4年5月25日 普通株券 6,900 0.02 市場内 取得

令和4年5月25日 普通株券 11,300 0.04 市場内 処分

令和4年5月25日 普通株券 800 0.00 市場外 取得 1,001

令和4年5月25日 普通株券 900 0.00 市場外 処分 1,003
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令和4年5月26日 普通株券 4,400 0.01 市場内 取得

令和4年5月26日 普通株券 6,000 0.02 市場内 処分

令和4年5月26日 普通株券 900 0.00 市場外 取得 991

令和4年5月26日 普通株券 1,200 0.00 市場外 処分 993

令和4年5月27日 普通株券 5,800 0.02 市場内 取得

令和4年5月27日 普通株券 5,900 0.02 市場内 処分

令和4年5月27日 普通株券 500 0.00 市場外 取得 989

令和4年5月27日 普通株券 800 0.00 市場外 処分 989

令和4年5月30日 普通株券 9,800 0.03 市場内 取得

令和4年5月30日 普通株券 6,700 0.02 市場内 処分

令和4年5月30日 普通株券 7,900 0.03 市場外 取得 1,015

令和4年5月30日 普通株券 8,300 0.03 市場外 処分 1,015

令和4年5月31日 普通株券 9,600 0.03 市場内 取得

令和4年5月31日 普通株券 11,600 0.04 市場内 処分

令和4年5月31日 普通株券 1,000 0.00 市場外 取得 1,006

令和4年5月31日 普通株券 2,800 0.01 市場外 処分 1,008

令和4年6月1日 普通株券 19,000 0.06 市場内 取得

令和4年6月1日 普通株券 16,500 0.06 市場内 処分

令和4年6月1日 普通株券 1,700 0.01 市場外 取得 1,055

令和4年6月1日 普通株券 1,900 0.01 市場外 処分 1,054

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

担保差入:173,900株

消費貸借契約により、野村證券株式会社へ287,716株、機関投資家へ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） 786,385

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） 786,385

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
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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(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

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） 589,700

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 P Q 589,700

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 589,700

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6月1日現在）
V 29,985,531

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
1.97

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
1.97

（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4月4日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 940

令和4年4月4日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 955

令和4年4月5日 普通株券 600 0.00 市場外 処分 936

令和4年4月6日 普通株券 900 0.00 市場外 処分 920

令和4年4月12日 普通株券 800 0.00 市場外 取得 908

令和4年4月26日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 982

令和4年4月27日 普通株券 8,100 0.03 市場外 処分 979

令和4年4月28日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 999

令和4年5月6日 普通株券 1,200 0.00 市場外 取得 1,011

令和4年5月9日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 1,029

令和4年5月10日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 1,005

令和4年5月11日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 980

令和4年5月11日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 972
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令和4年5月13日 普通株券 500 0.00 市場外 取得 943

令和4年5月17日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 954

令和4年5月18日 普通株券 400 0.00 市場外 取得 974

令和4年5月19日 普通株券 7,900 0.03 市場外 処分 1,016

令和4年5月23日 普通株券 400 0.00 市場外 取得 1,026

令和4年5月24日 普通株券 700 0.00 市場外 処分 1,000

令和4年5月26日 普通株券 800 0.00 市場外 取得 991

令和4年5月27日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 986

令和4年5月27日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 988

令和4年5月30日 普通株券 8,500 0.03 市場外 処分 1,015

（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、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社へ3,000株、BofA Securities Japanへ200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） 362,337

上記（Y）の内訳 顧客資金

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 362,337

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(株式会社)

氏名又は名称 野村プロパティーズ株式会社

住所又は本店所在地 東京都中央区日本橋本町一丁目７番２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
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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12年7月3日

代表者氏名 髙橋　公一

代表者役職 代表取締役社長

事業内容 不動産賃貸および管理業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 野村プロパティーズ株式会社　取締役コーポレート統括部長　川島　達也

電話番号 ０３（３２３１）１９０１

（２）【保有目的】

純投資を目的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） 709,008

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 709,008 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
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保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 709,008

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6月1日現在）
V 29,985,531

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
2.36

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
2.36

（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

（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）

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳 令和3年4月1日付　野村土地建物所有分を合併により709,008株承継

取得資金合計（千円）（W+X+Y）

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） 野村ホールディングス株式会社

（３） ノムラ　インターナショナル　ピーエルシー（ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ）
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（４） 野村アセットマネジメント株式会社

（５） 野村プロパティーズ株式会社

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） 3,387,996 589,700

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 3,387,996 P Q 589,700

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 1,122,716

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 2,854,980

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6月1日現在）
V 29,985,531

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
9.52

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
9.53

（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 1,114,288 3.72

野村ホールディングス株式会社 1,000 0
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ノムラ　インターナショナル　ピーエル

シー（ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩ

ＯＮＡＬ　ＰＬＣ）

440,984 1.47

野村アセットマネジメント株式会社 589,700 1.97

野村プロパティーズ株式会社 709,008 2.36

合計 2,854,980 9.52
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