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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 株式会社JTOWER

証券コード 4485

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京証券取引所 GRT　

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 ユービーエス・エイ・ジー(銀行)

住所又は本店所在地 東京都千代田区大手町１丁目２番1号 Ｏｔｅｍａｃｈｉ　Ｏｎｅタワー

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53年2月28日

代表者氏名 山田　真資

代表者役職 日本における代表

事業内容 銀行業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ユービーエス・エイ・ジー(銀行)　　コンプライアンス部　石見　奈津子

電話番号 03-5293-3383

（２）【保有目的】

当行ロンドン支店における中期的なディーリング目的による保有。

（３）【重要提案行為等】

（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） 359,871

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 359,871 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 359,871

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7月12日現在）
V 22,010,718

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
1.63

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
2.19

（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5月16日 普通株式 8,831 0.04 市場外 取得 貸借取引

令和4年5月16日 普通株式 10,500 0.05 市場外 処分 貸借取引

令和4年5月17日 普通株式 400 0.00 市場内 処分

令和4年5月17日 普通株式 1,630 0.01 市場外 処分 貸借取引

令和4年5月18日 普通株式 400 0.00 市場内 処分

令和4年5月18日 普通株式 3,200 0.01 市場外 取得 貸借取引

令和4年5月18日 普通株式 1,301 0.01 市場外 処分 貸借取引

令和4年5月19日 普通株式 400 0.00 市場内 処分
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令和4年5月19日 普通株式 2,303 0.01 市場外 処分 貸借取引

令和4年5月20日 普通株式 200 0.00 市場内 処分

令和4年5月23日 普通株式 500 0.00 市場内 取得

令和4年5月23日 普通株式 600 0.00 市場外 取得 貸借取引

令和4年5月24日 普通株式 1,500 0.01 市場内 取得

令和4年5月25日 普通株式 300 0.00 市場内 取得

令和4年5月25日 普通株式 700 0.00 市場外 取得 貸借取引

令和4年5月25日 普通株式 800 0.00 市場外 処分 貸借取引

令和4年5月26日 普通株式 600 0.00 市場内 処分

令和4年5月26日 普通株式 1,700 0.01 市場外 処分 貸借取引

令和4年5月27日 普通株式 900 0.00 市場内 処分

令和4年5月27日 普通株式 800 0.00 市場外 取得 貸借取引

令和4年5月27日 普通株式 1,100 0.00 市場外 処分 貸借取引

令和4年5月30日 普通株式 1,700 0.01 市場内 取得

令和4年5月30日 普通株式 900 0.00 市場外 取得 貸借取引

令和4年5月31日 普通株式 400 0.00 市場内 処分

令和4年6月1日 普通株式 1,300 0.01 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月2日 普通株式 300 0.00 市場内 処分

令和4年6月3日 普通株式 200 0.00 市場内 取得

令和4年6月3日 普通株式 98 0.00 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月6日 普通株式 130,400 0.59 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月6日 普通株式 33 0.00 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月7日 普通株式 600 0.00 市場内 処分

令和4年6月7日 普通株式 130,349 0.59 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月8日 普通株式 500 0.00 市場内 取得

令和4年6月8日 普通株式 3,799 0.02 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月9日 普通株式 500 0.00 市場内 処分

令和4年6月9日 普通株式 565 0.00 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月10日 普通株式 200 0.00 市場内 処分

令和4年6月10日 普通株式 1,862 0.01 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月13日 普通株式 600 0.00 市場内 処分

令和4年6月13日 普通株式 3,248 0.01 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月14日 普通株式 17,900 0.08 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月15日 普通株式 19,900 0.09 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月15日 普通株式 20,100 0.09 市場外 処分 貸借取引
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令和4年6月16日 普通株式 200 0.00 市場内 取得

令和4年6月16日 普通株式 300 0.00 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月17日 普通株式 400 0.00 市場内 処分

令和4年6月17日 普通株式 10,100 0.05 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月17日 普通株式 14,900 0.07 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月20日 普通株式 2,500 0.01 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月20日 普通株式 5,600 0.03 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月21日 普通株式 100 0.00 市場内 取得

令和4年6月21日 普通株式 300 0.00 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月21日 普通株式 1,509 0.01 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月22日 普通株式 100 0.00 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月22日 普通株式 1,400 0.01 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月23日 普通株式 1,600 0.01 市場内 取得

令和4年6月23日 普通株式 100 0.00 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月24日 普通株式 1,300 0.01 市場内 処分

令和4年6月24日 普通株式 15,900 0.07 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月24日 普通株式 16,100 0.07 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月27日 普通株式 200 0.00 市場内 処分

令和4年6月27日 普通株式 1,000 0.00 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月27日 普通株式 1,600 0.01 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月28日 普通株式 200 0.00 市場内 取得

令和4年6月28日 普通株式 300 0.00 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月28日 普通株式 100 0.00 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月29日 普通株式 600 0.00 市場内 処分

令和4年6月30日 普通株式 400 0.00 市場外 取得 貸借取引

令和4年7月1日 普通株式 1,600 0.01 市場内 取得

令和4年7月4日 普通株式 1,600 0.01 市場内 処分

令和4年7月7日 普通株式 500 0.00 市場内 取得

令和4年7月8日 普通株式 100 0.00 市場内 処分

令和4年7月11日 普通株式 300 0.00 市場内 取得

令和4年7月11日 普通株式 264 0.00 市場外 取得 貸借取引

令和4年7月11日 普通株式 564 0.00 市場外 処分 貸借取引

令和4年7月12日 普通株式 400 0.00 市場内 取得
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（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

機関投資家7名から260,850株借株。

機関投資家2名から11,432株借株。

UBS Securities LLCから62,500株借株。

UBS Switzerland AGから11,300株借株。

UBS証券株式会社から11,289株借株。

機関投資家2名に347,635株貸株。

機関投資家1名に11,136株担保差し入れ。

（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） 15,875

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） 15,875

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（外国会社）

氏名又は名称 ＵＢＳ　Ｓｗｉｔｚｅｒｌａｎｄ　ＡＧ

住所又は本店所在地
Ｂａｈｎｈｏｆｓｔｒａｓｓｅ　４５　Ｚｕｒｉｃｈ　Ｓｗｉｔｚｅｒｌａ

ｎｄ

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26年9月3日

代表者氏名 Keller-Busse Sabine Christine
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代表者役職 President of the Executive Board

事業内容 金融業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ユービーエス・エイ・ジー(銀行)　　コンプライアンス部　石見　奈津子

電話番号 03-5293-3383

（２）【保有目的】

UBS Switzerland AGにおける中期的なディーリング目的による保有

（３）【重要提案行為等】

（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） 649,442

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 649,442 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 11,300

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 638,142

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7月12日現在）
V 22,010,718
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上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
2.90

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
2.38

（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5月16日 普通株式 1,600 0.01 市場外 取得 貸借取引

令和4年5月16日 普通株式 2,200 0.01 市場外 処分 貸借取引

令和4年5月18日 普通株式 1,400 0.01 市場外 取得 貸借取引

令和4年5月19日 普通株式 3,600 0.02 市場外 取得 貸借取引

令和4年5月20日 普通株式 5,000 0.02 市場外 処分 貸借取引

令和4年5月25日 普通株式 5,700 0.03 市場外 取得 貸借取引

令和4年5月26日 普通株式 367 0.00 市場外 取得 貸借取引

令和4年5月26日 普通株式 100 0.00 市場外 処分 貸借取引

令和4年5月27日 普通株式 100 0.00 市場外 取得 貸借取引

令和4年5月27日 普通株式 26,434 0.12 市場外 処分 貸借取引

令和4年5月30日 普通株式 18,243 0.08 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月1日 普通株式 12,443 0.06 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月2日 普通株式 12,167 0.06 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月3日 普通株式 120 0.00 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月3日 普通株式 135,200 0.61 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月7日 普通株式 134,502 0.61 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月8日 普通株式 66,766 0.30 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月9日 普通株式 68 0.00 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月9日 普通株式 2,634 0.01 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月10日 普通株式 88,368 0.40 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月10日 普通株式 68 0.00 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月13日 普通株式 18,243 0.08 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月14日 普通株式 2,487 0.01 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月14日 普通株式 116,942 0.53 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月15日 普通株式 66,705 0.30 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月16日 普通株式 52,280 0.24 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月16日 普通株式 2,487 0.01 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月17日 普通株式 3,850 0.02 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月17日 普通株式 2,487 0.01 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月20日 普通株式 15,900 0.07 市場外 取得 貸借取引
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令和4年6月21日 普通株式 271 0.00 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月22日 普通株式 2,722 0.01 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月23日 普通株式 3,810 0.02 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月24日 普通株式 24,000 0.11 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月28日 普通株式 11,901 0.05 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月28日 普通株式 55,206 0.25 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月29日 普通株式 10 0.00 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月29日 普通株式 10 0.00 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月30日 普通株式 12,932 0.06 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月30日 普通株式 10 0.00 市場外 処分 貸借取引

令和4年7月1日 普通株式 22,678 0.10 市場外 取得 貸借取引

令和4年7月8日 普通株式 27,779 0.13 市場外 取得 貸借取引

令和4年7月11日 普通株式 83,116 0.38 市場外 処分 貸借取引

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

機関投資家１名から44,600株借株。

ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ から604,842株借株。

機関投資家１名に637,179株貸株。

UBS AG London支店に11,300株貸株。

（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

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

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（外国会社）

氏名又は名称
ＵＢＳ　Ａｓｓｅｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　（Ａｍｅｒｉｃａｓ）　Ｉｎ

ｃ．
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住所又は本店所在地 One North Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606 USA

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 平成元年6月19日

代表者氏名 Poucher James

代表者役職 President

事業内容 投資顧問業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ユービーエス・エイ・ジー(銀行)　　コンプライアンス部　石見　奈津子

電話番号 03-5293-3383

（２）【保有目的】

投資信託契約または投資一任契約に基づく運用を目的として保有

（３）【重要提案行為等】

（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） 70,200

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
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合計（株・口） O P Q 70,200

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 70,200

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7月12日現在）
V 22,010,718

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.32

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.32

（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5月18日 普通株式 300 0.00 市場内 取得

令和4年6月2日 普通株式 300 0.00 市場内 処分

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

（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

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
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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（外国会社）

氏名又は名称
ＵＢＳ　Ａｓｓｅｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　（Ｄｅｕｔｓｃｈｌａｎ

ｄ）　ＧｍｂＨ

住所又は本店所在地
Bockenheimer Landstrasse 2-4 Frankfurt am Main Germany

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4年7月24日

代表者氏名 Dominicus von Mentzingen

代表者役職 Supervisory Director

事業内容 投資顧問業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ユービーエス・エイ・ジー(銀行)　　コンプライアンス部　石見　奈津子

電話番号 03-5293-3383

（２）【保有目的】

投資信託契約または投資一任契約に基づく運用を目的として保有

（３）【重要提案行為等】

（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） 61,300

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 P Q 61,300

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

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 61,300

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7月12日現在）
V 22,010,718

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.28

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.29

（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5月25日 普通株式 62,800 0.29 市場内 取得

令和4年5月27日 普通株式 62,800 0.29 市場内 処分

令和4年6月2日 普通株式 62,800 0.29 市場内 取得

令和4年6月6日 普通株式 62,800 0.29 市場内 処分

令和4年6月15日 普通株式 62,800 0.29 市場内 取得

令和4年6月17日 普通株式 62,800 0.29 市場内 処分

令和4年7月6日 普通株式 1,500 0.01 市場内 処分

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

（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）
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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）

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（外国会社）

氏名又は名称
ＵＢＳ　Ａｓｓｅｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　（Ｈｏｎｇ　Ｋｏｎｇ）　Ｌ

ｉｍｉｔｅｄ

住所又は本店所在地
45-52 Floors Two International Finance Centre, 8 Finance Street,

Central, Hong Kong

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4年4月9日

代表者氏名 Adolfo Oliete Galiano

代表者役職 Director

事業内容 投資顧問業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ユービーエス・エイ・ジー(銀行)　　コンプライアンス部　石見　奈津子

電話番号 03-5293-3383

（２）【保有目的】

投資信託契約または投資一任契約に基づく運用を目的として保有
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（３）【重要提案行為等】

（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） 130,500

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 P Q 130,500

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 130,500

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7月12日現在）
V 22,010,718

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.59

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.72

（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7月12日 普通株式 27,500 0.12 市場内 処分

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
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（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

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

６【提出者（大量保有者）／６】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（外国会社）

氏名又は名称 ＵＢＳ　Ａｓｓｅｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｔｒｕｓｔ　Ｃｏｍｐａｎｙ

住所又は本店所在地 One North Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606 USA

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3年3月28日

代表者氏名 Igor Lasun

代表者役職 President

事業内容 投資信託業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ユービーエス・エイ・ジー(銀行)　　コンプライアンス部　石見　奈津子

電話番号 03-5293-3383
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（２）【保有目的】

投資信託契約または投資一任契約に基づく運用を目的として保有

（３）【重要提案行為等】

（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） 334,852

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 334,852

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 334,852

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7月12日現在）
V 22,010,718

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
1.52

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
1.52

（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
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（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

（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

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

７【提出者（大量保有者）／７】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（外国会社）

氏名又は名称 ＵＢＳ　Ａｓｓｅｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　（ＵＫ）　Ｌｔｄ

住所又は本店所在地 5 Broadgate　London 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2月19日

代表者氏名 Eric Byrne

代表者役職 Director

事業内容 投資顧問業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ユービーエス・エイ・ジー(銀行)　　コンプライアンス部　石見　奈津子

EDINET提出書類

ユービーエス・エイ・ジー（銀行）(E06459)

変更報告書

18/34



電話番号 03-5293-3383

（２）【保有目的】

投資信託契約または投資一任契約に基づく運用を目的として保有

（３）【重要提案行為等】

（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） 359,800

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 359,800

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 359,800

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7月12日現在）
V 22,010,718

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
1.63

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
1.63
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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

令和4年5月25日 普通株式 13,600 0.06 市場内 取得

令和4年6月1日 普通株式 13,600 0.06 市場内 処分

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

（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

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

８【提出者（大量保有者）／８】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（外国会社）

氏名又は名称 ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ

住所又は本店所在地 33 Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

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22年7月1日

代表者氏名 Gigli Prym Francesca

代表者役職 Chief Executive Officer
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事業内容 投資顧問業、投資信託委託業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ユービーエス・エイ・ジー(銀行)　　コンプライアンス部　石見　奈津子

電話番号 03-5293-3383

（２）【保有目的】

投資信託契約または投資一任契約に基づく運用を目的として保有

（３）【重要提案行為等】

（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） 650,100

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 650,100

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 604,842

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 45,258

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7月12日現在）
V 22,010,718

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.21
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直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.76

（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5月16日 普通株式 2,200 0.01 市場外 取得 貸借取引

令和4年5月19日 普通株式 1,200 0.01 市場外 処分 貸借取引

令和4年5月20日 普通株式 400 0.00 市場内 取得

令和4年5月20日 普通株式 5,000 0.02 市場外 取得 貸借取引

令和4年5月25日 普通株式 5,700 0.03 市場外 処分 貸借取引

令和4年5月26日 普通株式 8,700 0.04 市場内 処分

令和4年5月26日 普通株式 267 0.00 市場外 処分 貸借取引

令和4年5月27日 普通株式 26,334 0.12 市場外 取得 貸借取引

令和4年5月30日 普通株式 2,900 0.01 市場内 取得

令和4年5月30日 普通株式 18,243 0.08 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月1日 普通株式 12,443 0.06 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月2日 普通株式 12,167 0.06 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月3日 普通株式 135,200 0.61 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月7日 普通株式 106,202 0.48 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月8日 普通株式 66,766 0.30 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月9日 普通株式 2,566 0.01 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月10日 普通株式 88,300 0.40 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月13日 普通株式 18,243 0.08 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月14日 普通株式 114,455 0.52 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月15日 普通株式 66,705 0.30 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月16日 普通株式 9,000 0.04 市場内 処分

令和4年6月16日 普通株式 47,306 0.21 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月17日 普通株式 3,850 0.02 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月20日 普通株式 15,900 0.07 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月21日 普通株式 271 0.00 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月22日 普通株式 2,722 0.01 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月23日 普通株式 3,810 0.02 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月24日 普通株式 24,000 0.11 市場外 処分 貸借取引

令和4年6月27日 普通株式 2,400 0.01 市場内 取得

令和4年6月28日 普通株式 55,206 0.25 市場外 取得 貸借取引

令和4年6月30日 普通株式 100 0.00 市場内 処分
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令和4年6月30日 普通株式 12,922 0.06 市場外 処分 貸借取引

令和4年7月1日 普通株式 22,678 0.10 市場外 処分 貸借取引

令和4年7月5日 普通株式 200 0.00 市場内 処分

令和4年7月11日 普通株式 68,800 0.31 市場内 処分

令和4年7月11日 普通株式 83,116 0.38 市場外 取得 貸借取引

令和4年7月12日 普通株式 400 0.00 市場内 処分

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

UBS Switzerland AGに604,842株貸株。

（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

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

９【提出者（大量保有者）／９】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（外国会社）

氏名又は名称 UBS Bank (Canada)

住所又は本店所在地 154 University Avenue　Toronto Ontario Canada

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

EDINET提出書類

ユービーエス・エイ・ジー（銀行）(E06459)

変更報告書

23/34



③【法人の場合】

設立年月日 昭和56年7月1日

代表者氏名 Bevan Sarah

代表者役職 Chief Executive Officer and President

事業内容 ウエルスマネジメント業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ユービーエス・エイ・ジー(銀行)　　コンプライアンス部　石見　奈津子

電話番号 03-5293-3383

（２）【保有目的】

投資信託契約または投資一任契約に基づく運用を目的として保有

（３）【重要提案行為等】

（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） 41,100

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 41,100

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 41,100

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U
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②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（令和4年7月12日現在）
V 22,010,718

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.19

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.19

（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5月16日 普通株式 100 0.00 市場内 処分

令和4年5月20日 普通株式 39,800 0.18 市場内 取得

令和4年5月24日 普通株式 39,800 0.18 市場内 処分

令和4年5月25日 普通株式 200 0.00 市場内 取得

令和4年5月30日 普通株式 400 0.00 市場内 取得

令和4年6月2日 普通株式 100 0.00 市場内 処分

令和4年6月3日 普通株式 600 0.00 市場内 取得

令和4年6月6日 普通株式 100 0.00 市場内 取得

令和4年6月9日 普通株式 200 0.00 市場内 取得

令和4年6月22日 普通株式 100 0.00 市場内 処分

令和4年6月30日 普通株式 40,300 0.18 市場内 取得

令和4年7月4日 普通株式 40,700 0.18 市場内 処分

令和4年7月8日 普通株式 400 0.00 市場内 取得

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

（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

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
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１０【提出者（大量保有者）／１０】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（外国会社）

氏名又は名称 ＵＢＳ　Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ　ＬＬＣ

住所又は本店所在地
Corporation Service Company 251 Little Falls Drive Wilmington

Delaware USA

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7年11月14日

代表者氏名 Capanna Derek

代表者役職 President

事業内容 金融業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ユービーエス・エイ・ジー(銀行)　　コンプライアンス部　石見　奈津子

電話番号 03-5293-3383

（２）【保有目的】

ＵＢＳ　Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ　ＬＬＣにおける中期的なディーリング目的による保有。

（３）【重要提案行為等】

（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） 62,500

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
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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 62,500 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 62,500

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 0

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7月12日現在）
V 22,010,718

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.00

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.07

（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5月17日 普通株式 457 0.00 市場外 取得 貸借取引

令和4年5月18日 普通株式 457 0.00 市場外 処分 貸借取引

令和4年7月12日 普通株式 15,700 0.07 市場外 処分 貸借取引

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

機関投資家1名から62,500株借株。

UBS AG London支店に62,500株貸株。

（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
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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

１１【提出者（大量保有者）／１１】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（外国会社）

氏名又は名称 UBS Asset Management Switzerland AG

住所又は本店所在地 Bahnhofstrasse 45 Zurich Switzerland

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30年11月30日

代表者氏名 Ivanovic Aleksandar

代表者役職 Chairman

事業内容 投資顧問業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ユービーエス・エイ・ジー(銀行)　　コンプライアンス部　石見　奈津子

電話番号 03-5293-3383

（２）【保有目的】

投資信託契約または投資一任契約に基づく運用を目的として保有

（３）【重要提案行為等】
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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） 22,300

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 22,300

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

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 22,300

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7月12日現在）
V 22,010,718

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.10

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.10

（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6月1日 普通株式 13,600 0.06 市場内 取得

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
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（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

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

１２【提出者（大量保有者）／１２】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（外国会社）

氏名又は名称 UBS Fund Management (Switzerland) AG

住所又は本店所在地 Aeschenvorstadt 1 Basel Switzerland

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 Andre Valente

代表者役職 CEO

事業内容 投資顧問業、投資信託委託業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 ユービーエス・エイ・ジー(銀行)　　コンプライアンス部　石見　奈津子

電話番号 03-5293-3383
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（２）【保有目的】

投資信託契約または投資一任契約に基づく運用を目的として保有

（３）【重要提案行為等】

（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） 47,700

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 P Q 47,700

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 47,700

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7月12日現在）
V 22,010,718

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.22

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.18

（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5月20日 普通株式 1,700 0.01 市場内 処分
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令和4年5月30日 普通株式 2,700 0.01 市場内 処分

令和4年6月23日 普通株式 100 0.00 市場内 取得

令和4年6月24日 普通株式 6,800 0.03 市場内 取得

令和4年6月30日 普通株式 2,100 0.01 市場内 処分

令和4年7月11日 普通株式 3,200 0.01 市場内 取得

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

（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

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） ユービーエス・エイ・ジー(銀行)

（２） ＵＢＳ　Ｓｗｉｔｚｅｒｌａｎｄ　ＡＧ

（３） ＵＢＳ　Ａｓｓｅｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　（Ａｍｅｒｉｃａｓ）　Ｉｎｃ．

（４） ＵＢＳ　Ａｓｓｅｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　（Ｄｅｕｔｓｃｈｌａｎｄ）　ＧｍｂＨ

（５） ＵＢＳ　Ａｓｓｅｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　（Ｈｏｎｇ　Ｋｏｎｇ）　Ｌｉｍｉｔｅｄ

（６） ＵＢＳ　Ａｓｓｅｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｔｒｕｓｔ　Ｃｏｍｐａｎｙ

（７） ＵＢＳ　Ａｓｓｅｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　（ＵＫ）　Ｌｔｄ

（８） ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ

（９） UBS Bank (Canada)

（１０） ＵＢＳ　Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ　ＬＬＣ

（１１） UBS Asset Management Switzerland AG

（１２） UBS Fund Management (Switzerland) AG
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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） 1,071,813 1,717,852

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 1,071,813 P Q 1,717,852

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 678,642

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 2,111,023

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7月12日現在）
V 22,010,718

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
9.59

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
10.35

（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（％）

ユービーエス・エイ・ジー(銀行) 359,871 1.63

ＵＢＳ　Ｓｗｉｔｚｅｒｌａｎｄ　ＡＧ 638,142 2.90

ＵＢＳ　Ａｓｓｅｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎ

ｔ　（Ａｍｅｒｉｃａｓ）　Ｉｎｃ．
70,200 0.32
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ＵＢＳ　Ａｓｓｅｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎ

ｔ　（Ｄｅｕｔｓｃｈｌａｎｄ）　Ｇｍｂ

Ｈ

61,300 0.28

ＵＢＳ　Ａｓｓｅｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎ

ｔ　（Ｈｏｎｇ　Ｋｏｎｇ）　Ｌｉｍｉｔ

ｅｄ

130,500 0.59

ＵＢＳ　Ａｓｓｅｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎ

ｔ　Ｔｒｕｓｔ　Ｃｏｍｐａｎｙ
334,852 1.52

ＵＢＳ　Ａｓｓｅｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎ

ｔ　（ＵＫ）　Ｌｔｄ
359,800 1.63

ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセン

ブルグ）エス・エイ
45,258 0.21

UBS Bank (Canada) 41,100 0.19

ＵＢＳ　Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ　ＬＬＣ 0 0.00

UBS Asset Management Switzerland AG 22,300 0.10

UBS Fund Management (Switzerland) AG 47,700 0.22

合計 2,111,023 9.59
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