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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 株式会社ニップン

証券コード 2001

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） 683,520

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 8,998,320 - 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 9,681,840 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 678,331

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 9,003,509

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U 8,998,320

※新株予約権付社債券のうち、7,675,686株は新株予約権付社債券を取得するオプションです。

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（令和4年8月12日現在）
V 78,824,009

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
10.25

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
10.25

（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14日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

令和4年6月14日 普通株券 300 0.00 市場内 処分

令和4年6月14日 普通株券 8,085 0.01 市場外 取得 貸借

令和4年6月14日 普通株券 800 0.00 市場外 処分 1,566

令和4年6月14日 普通株券 5,485 0.01 市場外 処分 貸借

令和4年6月15日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

令和4年6月15日 普通株券 1,000 0.00 市場内 処分

令和4年6月15日 普通株券 4,900 0.01 市場外 取得 貸借
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令和4年6月15日 普通株券 1,500 0.00 市場外 処分 1,562

令和4年6月15日 普通株券 8,600 0.01 市場外 処分 貸借

令和4年6月16日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

令和4年6月16日 普通株券 1,000 0.00 市場内 処分

令和4年6月16日 普通株券 3,300 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年6月16日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 1,578

令和4年6月17日 普通株券 1,500 0.00 市場内 処分

令和4年6月17日 普通株券 9,185 0.01 市場外 取得 貸借

令和4年6月17日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 1,588

令和4年6月17日 普通株券 14,585 0.02 市場外 処分 貸借

令和4年6月20日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

令和4年6月20日 普通株券 300 0.00 市場内 処分

令和4年6月20日 普通株券 4,600 0.01 市場外 取得 貸借

令和4年6月20日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 1,590

令和4年6月20日 普通株券 8,700 0.01 市場外 処分 貸借

令和4年6月21日 普通株券 300 0.00 市場内 取得

令和4年6月21日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和4年6月21日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 1,580

令和4年6月21日 普通株券 14,400 0.02 市場外 取得 貸借

令和4年6月21日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 1,585

令和4年6月21日 普通株券 24,900 0.03 市場外 処分 貸借

令和4年6月22日 普通株券 400 0.00 市場外 取得 1,594

令和4年6月22日 普通株券 500 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年6月22日 普通株券 500 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年6月23日 普通株券 300 0.00 市場内 取得

令和4年6月23日 普通株券 500 0.00 市場内 処分

令和4年6月23日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 1,601

令和4年6月23日 普通株券 19,800 0.02 市場外 取得 貸借

令和4年6月23日 普通株券 700 0.00 市場外 処分 1,606

令和4年6月23日 普通株券 39,700 0.05 市場外 処分 貸借

令和4年6月24日 普通株券 1,400 0.00 市場内 取得

令和4年6月24日 普通株券 1,400 0.00 市場内 処分

令和4年6月24日 普通株券 1,900 0.00 市場外 取得 1,603

令和4年6月24日 普通株券 12,221 0.01 市場外 取得 貸借

令和4年6月24日 普通株券 700 0.00 市場外 処分 1,604
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令和4年6月24日 普通株券 24,821 0.03 市場外 処分 貸借

令和4年6月27日 普通株券 1,400 0.00 市場内 取得

令和4年6月27日 普通株券 1,500 0.00 市場外 取得 1,606

令和4年6月27日 普通株券 2,100 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年6月27日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 1,609

令和4年6月28日 普通株券 3,900 0.00 市場内 取得

令和4年6月28日 普通株券 800 0.00 市場内 処分

令和4年6月28日 普通株券 6,006 0.01 市場外 取得 貸借

令和4年6月28日 普通株券 13,106 0.01 市場外 処分 貸借

令和4年6月29日 普通株券 9,700 0.01 市場内 取得

令和4年6月29日 普通株券 2,200 0.00 市場内 処分

令和4年6月29日 普通株券 5,300 0.01 市場外 取得 1,625

令和4年6月29日 普通株券 6,200 0.01 市場外 取得 貸借

令和4年6月29日 普通株券 500 0.00 市場外 処分 1,630

令和4年6月29日 普通株券 14,500 0.02 市場外 処分 貸借

令和4年6月30日 普通株券 700 0.00 市場内 取得

令和4年6月30日 普通株券 2,500 0.00 市場内 処分

令和4年6月30日 普通株券 11,400 0.01 市場外 取得 貸借

令和4年6月30日 普通株券 1,000 0.00 市場外 処分 1,632

令和4年6月30日 普通株券 25,900 0.03 市場外 処分 貸借

令和4年6月30日
新株予約権付社債

券
37,379 0.04 市場外 取得

ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮ

ﾝ

令和4年7月1日 普通株券 2,100 0.00 市場内 取得

令和4年7月1日 普通株券 1,400 0.00 市場内 処分

令和4年7月1日 普通株券 1,000 0.00 市場外 取得 1,618

令和4年7月1日 普通株券 35,100 0.04 市場外 取得 貸借

令和4年7月1日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 1,615

令和4年7月1日 普通株券 83,200 0.09 市場外 処分 貸借

令和4年7月4日 普通株券 700 0.00 市場内 取得

令和4年7月4日 普通株券 1,100 0.00 市場内 処分

令和4年7月4日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 1,633

令和4年7月4日 普通株券 11,300 0.01 市場外 取得 貸借

令和4年7月4日 普通株券 1,000 0.00 市場外 処分 1,633

令和4年7月5日 普通株券 1,400 0.00 市場内 取得

令和4年7月5日 普通株券 6,406 0.01 市場外 取得 貸借

令和4年7月5日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 1,620
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令和4年7月5日 普通株券 14,206 0.02 市場外 処分 貸借

令和4年7月6日 普通株券 1,000 0.00 市場内 取得

令和4年7月6日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和4年7月6日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 1,633

令和4年7月6日 普通株券 12,700 0.01 市場外 取得 貸借

令和4年7月7日 普通株券 1,200 0.00 市場内 取得

令和4年7月7日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和4年7月7日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 1,659

令和4年7月7日 普通株券 6,606 0.01 市場外 取得 貸借

令和4年7月7日 普通株券 13,106 0.01 市場外 処分 貸借

令和4年7月8日 普通株券 2,800 0.00 市場内 取得

令和4年7月8日 普通株券 6,000 0.01 市場内 処分

令和4年7月8日 普通株券 800 0.00 市場外 取得 1,654

令和4年7月8日 普通株券 1,700 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年7月8日 普通株券 4,600 0.01 市場外 処分 貸借

令和4年7月11日 普通株券 4,500 0.01 市場内 取得

令和4年7月11日 普通株券 400 0.00 市場内 処分

令和4年7月11日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 1,656

令和4年7月11日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年7月12日 普通株券 2,500 0.00 市場内 取得

令和4年7月12日 普通株券 3,500 0.00 市場内 処分

令和4年7月12日 普通株券 600 0.00 市場外 取得 1,655

令和4年7月12日 普通株券 5,500 0.01 市場外 取得 貸借

令和4年7月12日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 1,652

令和4年7月13日 普通株券 3,600 0.00 市場内 取得

令和4年7月13日 普通株券 5,306 0.01 市場外 取得 貸借

令和4年7月13日 普通株券 14,306 0.02 市場外 処分 貸借

令和4年7月14日 普通株券 300 0.00 市場内 処分

令和4年7月14日 普通株券 7,000 0.01 市場外 取得 貸借

令和4年7月14日 普通株券 13,200 0.02 市場外 処分 貸借

令和4年7月15日 普通株券 400 0.00 市場内 取得

令和4年7月15日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和4年7月15日 普通株券 600 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年7月15日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 1,639

令和4年7月19日 普通株券 100 0.00 市場内 取得
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令和4年7月19日 普通株券 12,000 0.01 市場内 処分

令和4年7月19日 普通株券 13,400 0.02 市場外 取得 1,610

令和4年7月19日 普通株券 795 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年7月19日 普通株券 1,500 0.00 市場外 処分 1,625

令和4年7月19日 普通株券 295 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年7月20日 普通株券 2,600 0.00 市場内 取得

令和4年7月20日 普通株券 15,600 0.02 市場内 処分

令和4年7月20日 普通株券 16,400 0.02 市場外 取得 1,617

令和4年7月20日 普通株券 5,300 0.01 市場外 取得 貸借

令和4年7月20日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 1,633

令和4年7月21日 普通株券 1,100 0.00 市場内 取得

令和4年7月21日 普通株券 22,300 0.03 市場内 処分

令和4年7月21日 普通株券 25,400 0.03 市場外 取得 1,608

令和4年7月21日 普通株券 3,095 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年7月21日 普通株券 2,800 0.00 市場外 処分 1,625

令和4年7月21日 普通株券 6,195 0.01 市場外 処分 貸借

令和4年7月22日 普通株券 1,200 0.00 市場内 取得

令和4年7月22日 普通株券 20,900 0.02 市場内 処分

令和4年7月22日 普通株券 21,600 0.02 市場外 取得 1,609

令和4年7月22日 普通株券 2,500 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年7月22日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 1,623

令和4年7月25日 普通株券 200 0.00 市場内 取得

令和4年7月25日 普通株券 25,600 0.03 市場内 処分

令和4年7月25日 普通株券 26,000 0.03 市場外 取得 1,613

令和4年7月25日 普通株券 7,295 0.01 市場外 取得 貸借

令和4年7月25日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 1,629

令和4年7月25日 普通株券 16,095 0.02 市場外 処分 貸借

令和4年7月26日 普通株券 700 0.00 市場内 取得

令和4年7月26日 普通株券 9,000 0.01 市場内 処分

令和4年7月26日 普通株券 12,000 0.01 市場外 取得 1,610

令和4年7月26日 普通株券 9,500 0.01 市場外 取得 貸借

令和4年7月26日 普通株券 3,000 0.00 市場外 処分 1,627

令和4年7月26日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年7月27日 普通株券 1,100 0.00 市場内 取得

令和4年7月27日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 1,621
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令和4年7月27日 普通株券 2,795 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年7月27日 普通株券 5,795 0.01 市場外 処分 貸借

令和4年7月28日 普通株券 900 0.00 市場内 取得

令和4年7月28日 普通株券 2,200 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年7月28日 普通株券 6,000 0.01 市場外 処分 貸借

令和4年7月29日 普通株券 1,000 0.00 市場内 取得

令和4年7月29日 普通株券 1,100 0.00 市場内 処分

令和4年7月29日 普通株券 400 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年7月29日 普通株券 700 0.00 市場外 処分 1,603

令和4年8月1日 普通株券 600 0.00 市場内 取得

令和4年8月1日 普通株券 1,300 0.00 市場内 処分

令和4年8月1日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 1,616

令和4年8月1日 普通株券 2,600 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年8月2日 普通株券 200 0.00 市場内 取得

令和4年8月2日 普通株券 1,300 0.00 市場内 処分

令和4年8月2日 普通株券 400 0.00 市場外 取得 1,596

令和4年8月2日 普通株券 5,200 0.01 市場外 取得 貸借

令和4年8月3日 普通株券 1,000 0.00 市場内 取得

令和4年8月3日 普通株券 1,300 0.00 市場内 処分

令和4年8月3日 普通株券 532 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年8月3日 普通株券 1,900 0.00 市場外 処分 1,590

令和4年8月3日 普通株券 232 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年8月4日 普通株券 3,600 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年8月5日 普通株券 500 0.00 市場内 取得

令和4年8月5日 普通株券 2,400 0.00 市場内 処分

令和4年8月5日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 1,586

令和4年8月5日 普通株券 11,632 0.01 市場外 取得 貸借

令和4年8月5日 普通株券 5,200 0.01 市場外 処分 1,590

令和4年8月5日 普通株券 21,132 0.02 市場外 処分 貸借

令和4年8月5日
新株予約権付社債

券
1,322,634 1.51 市場外 取得 98.15

令和4年8月8日 普通株券 1,000 0.00 市場内 処分

令和4年8月8日 普通株券 9,800 0.01 市場外 取得 貸借

令和4年8月8日 普通株券 1,100 0.00 市場外 処分 1,590

令和4年8月8日 普通株券 19,600 0.02 市場外 処分 貸借

令和4年8月9日 普通株券 3,700 0.00 市場内 取得
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令和4年8月9日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和4年8月9日 普通株券 1,000 0.00 市場外 取得 1,581

令和4年8月9日 普通株券 10,400 0.01 市場外 取得 貸借

令和4年8月9日 普通株券 13,800 0.02 市場外 処分 貸借

令和4年8月10日 普通株券 8,500 0.01 市場内 取得

令和4年8月10日 普通株券 1,500 0.00 市場外 取得 1,589

令和4年8月10日 普通株券 2,100 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年8月10日 普通株券 12,900 0.01 市場外 処分 1,591

令和4年8月10日 普通株券 1,800 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年8月12日 普通株券 5,100 0.01 市場内 取得

令和4年8月12日 普通株券 2,000 0.00 市場外 取得 1,594

令和4年8月12日 普通株券 1,400 0.00 市場外 取得 貸借

（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1,322,634株 差入れている。

消費貸借契約により、野村アセットマネジメント株式会社から5,000株、機関投資家等から709,400株 借入れている。

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）

へ678,331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） 2,944,741

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） 2,944,741

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
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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。

（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） 217,600

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 9,703,724 - 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 9,921,324 P Q
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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 8,998,319

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 923,005

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U 9,703,724

※新株予約権付社債券のうち、8,998,319株は新株予約権付社債券を取得するオプション（内、野村證券株式会社から8,998,319

株）です。

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（令和4年8月12日現在）
V 78,824,009

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
1.04

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
1.04

（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14日 普通株券 17,700 0.02 市場内 取得

令和4年6月14日 普通株券 17,700 0.02 市場内 処分

令和4年6月14日 普通株券 7,300 0.01 市場外 取得 1,566

令和4年6月14日 普通株券 9,400 0.01 市場外 処分 1,566

令和4年6月14日 普通株券 1,285 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年6月14日
新株予約権付社

債券
4,387 0.00 市場外 取得 100

令和4年6月15日 普通株券 17,500 0.02 市場内 取得

令和4年6月15日 普通株券 19,300 0.02 市場内 処分

令和4年6月15日 普通株券 16,500 0.02 市場外 取得 1,564

令和4年6月15日 普通株券 8,000 0.01 市場外 処分 1,564

令和4年6月15日 普通株券 4,900 0.01 市場外 処分 貸借

令和4年6月15日
新株予約権付社

債券
8,774 0.01 市場外 取得 99.85

令和4年6月16日 普通株券 18,800 0.02 市場内 取得

令和4年6月16日 普通株券 19,500 0.02 市場内 処分

令和4年6月16日 普通株券 11,300 0.01 市場外 取得 1,580

令和4年6月16日 普通株券 2,285 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年6月16日 普通株券 6,000 0.01 市場外 処分 1,582

EDINET提出書類

野村證券株式会社(E03810)

変更報告書

11/22



令和4年6月17日 普通株券 26,300 0.03 市場内 取得

令和4年6月17日 普通株券 21,700 0.02 市場内 処分

令和4年6月17日 普通株券 16,900 0.02 市場外 取得 1,588

令和4年6月17日 普通株券 8,500 0.01 市場外 処分 1,589

令和4年6月17日 普通株券 8,485 0.01 市場外 処分 貸借

令和4年6月20日 普通株券 12,600 0.01 市場内 取得

令和4年6月20日 普通株券 12,200 0.01 市場内 処分

令和4年6月20日 普通株券 7,800 0.01 市場外 取得 1,594

令和4年6月20日 普通株券 5,800 0.01 市場外 処分 1,595

令和4年6月20日 普通株券 4,600 0.01 市場外 処分 貸借

令和4年6月21日 普通株券 24,400 0.03 市場内 取得

令和4年6月21日 普通株券 12,000 0.01 市場内 処分

令和4年6月21日 普通株券 10,400 0.01 市場外 取得 1,583

令和4年6月21日 普通株券 4,700 0.01 市場外 処分 1,584

令和4年6月21日 普通株券 12,900 0.01 市場外 処分 貸借

令和4年6月22日 普通株券 13,500 0.02 市場内 取得

令和4年6月22日 普通株券 15,000 0.02 市場内 処分

令和4年6月22日 普通株券 17,800 0.02 市場外 取得 1,587

令和4年6月22日 普通株券 7,100 0.01 市場外 処分 1,592

令和4年6月22日 普通株券 500 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年6月23日 普通株券 11,200 0.01 市場内 取得

令和4年6月23日 普通株券 8,300 0.01 市場内 処分

令和4年6月23日 普通株券 10,700 0.01 市場外 取得 1,603

令和4年6月23日 普通株券 15,200 0.02 市場外 処分 1,603

令和4年6月23日 普通株券 19,800 0.02 市場外 処分 貸借

令和4年6月24日 普通株券 9,400 0.01 市場内 取得

令和4年6月24日 普通株券 9,800 0.01 市場内 処分

令和4年6月24日 普通株券 12,200 0.01 市場外 取得 1,601

令和4年6月24日 普通株券 7,000 0.01 市場外 処分 1,601

令和4年6月24日 普通株券 12,221 0.01 市場外 処分 貸借

令和4年6月27日 普通株券 15,500 0.02 市場内 取得

令和4年6月27日 普通株券 9,300 0.01 市場内 処分

令和4年6月27日 普通株券 7,600 0.01 市場外 取得 1,608

令和4年6月27日 普通株券 1,206 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年6月27日 普通株券 5,600 0.01 市場外 処分 1,607
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令和4年6月27日
新株予約権付社

債券
4,387 0.00 市場外 取得 100

令和4年6月28日 普通株券 28,600 0.03 市場内 取得

令和4年6月28日 普通株券 20,600 0.02 市場内 処分

令和4年6月28日 普通株券 9,500 0.01 市場外 取得 1,628

令和4年6月28日 普通株券 8,800 0.01 市場外 処分 1,628

令和4年6月28日 普通株券 5,506 0.01 市場外 処分 貸借

令和4年6月29日 普通株券 39,800 0.04 市場内 取得

令和4年6月29日 普通株券 28,900 0.03 市場内 処分

令和4年6月29日 普通株券 40,100 0.05 市場外 取得 1,624

令和4年6月29日 普通株券 15,800 0.02 市場外 処分 1,626

令和4年6月29日 普通株券 5,900 0.01 市場外 処分 貸借

令和4年6月30日 普通株券 12,800 0.01 市場内 取得

令和4年6月30日 普通株券 18,300 0.02 市場内 処分

令和4年6月30日 普通株券 2,600 0.00 市場外 取得 1,637

令和4年6月30日 普通株券 4,800 0.01 市場外 処分 1,634

令和4年6月30日 普通株券 11,400 0.01 市場外 処分 貸借

令和4年6月30日
新株予約権付社

債券
9,854 0.01 市場外 取得

転換価格

調整

令和4年6月30日
新株予約権付社

債券
37,382 0.04 市場外 取得 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年7月1日 普通株券 19,100 0.02 市場内 取得

令和4年7月1日 普通株券 10,800 0.01 市場内 処分

令和4年7月1日 普通株券 4,000 0.00 市場外 取得 1,617

令和4年7月1日 普通株券 5,700 0.01 市場外 処分 1,617

令和4年7月1日 普通株券 35,100 0.04 市場外 処分 貸借

令和4年7月4日 普通株券 7,200 0.01 市場内 取得

令和4年7月4日 普通株券 17,700 0.02 市場内 処分

令和4年7月4日 普通株券 3,400 0.00 市場外 取得 1,630

令和4年7月4日 普通株券 8,406 0.01 市場外 取得 貸借

令和4年7月4日 普通株券 4,400 0.00 市場外 処分 1,632

令和4年7月5日 普通株券 11,900 0.01 市場内 取得

令和4年7月5日 普通株券 7,000 0.01 市場内 処分

令和4年7月5日 普通株券 3,100 0.00 市場外 取得 1,625

令和4年7月5日 普通株券 2,600 0.00 市場外 処分 1,624

令和4年7月5日 普通株券 6,406 0.01 市場外 処分 貸借
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令和4年7月6日 普通株券 13,000 0.01 市場内 取得

令和4年7月6日 普通株券 12,100 0.01 市場内 処分

令和4年7月6日 普通株券 1,700 0.00 市場外 取得 1,628

令和4年7月6日 普通株券 11,406 0.01 市場外 取得 貸借

令和4年7月6日 普通株券 3,200 0.00 市場外 処分 1,628

令和4年7月7日 普通株券 20,200 0.02 市場内 取得

令和4年7月7日 普通株券 15,400 0.02 市場内 処分

令和4年7月7日 普通株券 5,200 0.01 市場外 取得 1,656

令和4年7月7日 普通株券 11,200 0.01 市場外 処分 1,656

令和4年7月7日 普通株券 6,006 0.01 市場外 処分 貸借

令和4年7月8日 普通株券 23,800 0.03 市場内 取得

令和4年7月8日 普通株券 25,300 0.03 市場内 処分

令和4年7月8日 普通株券 2,000 0.00 市場外 取得 1,655

令和4年7月8日 普通株券 3,000 0.00 市場外 処分 1,655

令和4年7月8日 普通株券 1,700 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年7月11日 普通株券 9,700 0.01 市場内 取得

令和4年7月11日 普通株券 6,200 0.01 市場内 処分

令和4年7月11日 普通株券 4,500 0.01 市場外 取得 1,662

令和4年7月11日 普通株券 1,106 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年7月11日 普通株券 3,200 0.00 市場外 処分 1,663

令和4年7月12日 普通株券 18,100 0.02 市場内 取得

令和4年7月12日 普通株券 10,200 0.01 市場内 処分

令和4年7月12日 普通株券 2,900 0.00 市場外 取得 1,651

令和4年7月12日 普通株券 3,100 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年7月12日 普通株券 2,200 0.00 市場外 処分 1,653

令和4年7月13日 普通株券 9,900 0.01 市場内 取得

令和4年7月13日 普通株券 6,700 0.01 市場内 処分

令和4年7月13日 普通株券 3,900 0.00 市場外 取得 1,659

令和4年7月13日 普通株券 11,900 0.01 市場外 処分 1,659

令和4年7月13日 普通株券 5,306 0.01 市場外 処分 貸借

令和4年7月14日 普通株券 10,700 0.01 市場内 取得

令和4年7月14日 普通株券 8,000 0.01 市場内 処分

令和4年7月14日 普通株券 2,200 0.00 市場外 取得 1,644

令和4年7月14日 普通株券 4,200 0.00 市場外 処分 1,644

令和4年7月14日 普通株券 8,089 0.01 市場外 処分 貸借
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令和4年7月15日 普通株券 6,800 0.01 市場内 取得

令和4年7月15日 普通株券 9,600 0.01 市場内 処分

令和4年7月15日 普通株券 2,500 0.00 市場外 取得 1,642

令和4年7月15日 普通株券 4,195 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年7月15日 普通株券 5,200 0.01 市場外 処分 1,641

令和4年7月15日
新株予約権付社

債券
8,817 0.01 市場外 取得 100

令和4年7月19日 普通株券 14,600 0.02 市場内 取得

令和4年7月19日 普通株券 12,700 0.01 市場内 処分

令和4年7月19日 普通株券 2,800 0.00 市場外 取得 1,625

令和4年7月19日 普通株券 1,500 0.00 市場外 処分 1,626

令和4年7月19日 普通株券 295 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年7月20日 普通株券 12,100 0.01 市場内 取得

令和4年7月20日 普通株券 12,000 0.01 市場内 処分

令和4年7月20日 普通株券 2,200 0.00 市場外 取得 1,633

令和4年7月20日 普通株券 5,495 0.01 市場外 取得 貸借

令和4年7月20日 普通株券 2,900 0.00 市場外 処分 1,633

令和4年7月21日 普通株券 12,900 0.01 市場内 取得

令和4年7月21日 普通株券 7,000 0.01 市場内 処分

令和4年7月21日 普通株券 4,800 0.01 市場外 取得 1,624

令和4年7月21日 普通株券 3,700 0.00 市場外 処分 1,625

令和4年7月21日 普通株券 3,095 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年7月22日 普通株券 16,700 0.02 市場内 取得

令和4年7月22日 普通株券 19,500 0.02 市場内 処分

令和4年7月22日 普通株券 2,800 0.00 市場外 取得 1,625

令和4年7月22日 普通株券 995 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年7月22日 普通株券 11,200 0.01 市場外 処分 1,625

令和4年7月25日 普通株券 21,700 0.02 市場内 取得

令和4年7月25日 普通株券 15,000 0.02 市場内 処分

令和4年7月25日 普通株券 1,500 0.00 市場外 取得 1,631

令和4年7月25日 普通株券 5,300 0.01 市場外 処分 1,629

令和4年7月25日 普通株券 7,295 0.01 市場外 処分 貸借

令和4年7月26日 普通株券 13,000 0.01 市場内 取得

令和4年7月26日 普通株券 9,900 0.01 市場内 処分

令和4年7月26日 普通株券 3,500 0.00 市場外 取得 1,626

令和4年7月26日 普通株券 11,195 0.01 市場外 取得 貸借
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令和4年7月26日 普通株券 4,400 0.00 市場外 処分 1,627

令和4年7月27日 普通株券 9,300 0.01 市場内 取得

令和4年7月27日 普通株券 9,200 0.01 市場内 処分

令和4年7月27日 普通株券 3,200 0.00 市場外 取得 1,622

令和4年7月27日 普通株券 3,300 0.00 市場外 処分 1,624

令和4年7月27日 普通株券 2,795 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年7月28日 普通株券 9,700 0.01 市場内 取得

令和4年7月28日 普通株券 13,900 0.02 市場内 処分

令和4年7月28日 普通株券 2,100 0.00 市場外 取得 1,620

令和4年7月28日 普通株券 4,000 0.00 市場外 処分 1,619

令和4年7月28日 普通株券 2,200 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年7月29日 普通株券 15,200 0.02 市場内 取得

令和4年7月29日 普通株券 19,300 0.02 市場内 処分

令和4年7月29日 普通株券 1,900 0.00 市場外 取得 1,602

令和4年7月29日 普通株券 1,595 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年7月29日 普通株券 2,200 0.00 市場外 処分 1,602

令和4年8月1日 普通株券 12,100 0.01 市場内 取得

令和4年8月1日 普通株券 13,500 0.02 市場内 処分

令和4年8月1日 普通株券 3,100 0.00 市場外 取得 1,616

令和4年8月1日 普通株券 3,437 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年8月1日 普通株券 1,500 0.00 市場外 処分 1,616

令和4年8月1日 普通株券 1,037 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年8月2日 普通株券 18,100 0.02 市場内 取得

令和4年8月2日 普通株券 20,900 0.02 市場内 処分

令和4年8月2日 普通株券 5,600 0.01 市場外 取得 1,601

令和4年8月2日 普通株券 4,400 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年8月2日 普通株券 12,300 0.01 市場外 処分 1,602

令和4年8月3日 普通株券 20,600 0.02 市場内 取得

令和4年8月3日 普通株券 14,400 0.02 市場内 処分

令和4年8月3日 普通株券 4,300 0.00 市場外 取得 1,591

令和4年8月3日 普通株券 2,900 0.00 市場外 処分 1,591

令和4年8月3日 普通株券 232 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年8月4日 普通株券 19,200 0.02 市場内 取得

令和4年8月4日 普通株券 11,200 0.01 市場内 処分

令和4年8月4日 普通株券 2,600 0.00 市場外 取得 1,585
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令和4年8月4日 普通株券 9,632 0.01 市場外 取得 貸借

令和4年8月4日 普通株券 800 0.00 市場外 処分 1,585

令和4年8月5日 普通株券 24,000 0.03 市場内 取得

令和4年8月5日 普通株券 16,500 0.02 市場内 処分

令和4年8月5日 普通株券 3,500 0.00 市場外 取得 1,579

令和4年8月5日 普通株券 2,200 0.00 市場外 処分 1,578

令和4年8月5日 普通株券 11,632 0.01 市場外 処分 貸借

令和4年8月5日
新株予約権付社

債券
1,322,634 1.49 市場外 取得 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年8月5日
新株予約権付社

債券
1,322,634 1.49 市場外 処分 98.15

令和4年8月8日 普通株券 13,000 0.01 市場内 取得

令和4年8月8日 普通株券 15,100 0.02 市場内 処分

令和4年8月8日 普通株券 4,800 0.01 市場外 取得 1,589

令和4年8月8日 普通株券 2,000 0.00 市場外 処分 1,590

令和4年8月8日 普通株券 9,800 0.01 市場外 処分 貸借

令和4年8月9日 普通株券 15,200 0.02 市場内 取得

令和4年8月9日 普通株券 20,400 0.02 市場内 処分

令和4年8月9日 普通株券 3,100 0.00 市場外 取得 1,581

令和4年8月9日 普通株券 2,300 0.00 市場外 処分 1,583

令和4年8月9日 普通株券 10,400 0.01 市場外 処分 貸借

令和4年8月10日 普通株券 11,800 0.01 市場内 取得

令和4年8月10日 普通株券 9,200 0.01 市場内 処分

令和4年8月10日 普通株券 1,700 0.00 市場外 取得 1,586

令和4年8月10日 普通株券 2,700 0.00 市場外 処分 1,588

令和4年8月10日 普通株券 1,800 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年8月12日 普通株券 8,900 0.01 市場内 取得

令和4年8月12日 普通株券 8,300 0.01 市場内 処分

令和4年8月12日 普通株券 1,200 0.00 市場外 取得 1,595

令和4年8月12日 普通株券 5,932 0.01 市場外 取得 貸借

令和4年8月12日 普通株券 2,900 0.00 市場外 処分 1,595

令和4年8月12日
新株予約権付社

債券
4,408 0.00 市場外 処分 101

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

担保差入:709,813株

消費貸借契約により、野村證券株式会社から678,331株、機関投資家等から567,069株 借入れている。

消費貸借契約により、機関投資家等へ217,100株 貸出している。
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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） 1,571,940

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） 1,571,940

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

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
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（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） 1,715,200

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

合計（株・口） O P Q 1,715,200

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 5,000

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 1,710,200

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8月12日現在）
V 78,824,009

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
2.17

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
2.17

（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
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令和4年6月14日 普通株券 1,300 0.00 市場外 取得 1,567

令和4年6月15日 普通株券 1,400 0.00 市場外 取得 1,567

令和4年6月16日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 1,585

令和4年6月21日 普通株券 4,100 0.01 市場外 取得 1,590

令和4年6月23日 普通株券 2,900 0.00 市場外 取得 1,593

令和4年6月24日 普通株券 1,600 0.00 市場外 取得 1,606

令和4年6月27日 普通株券 400 0.00 市場外 取得 1,611

令和4年6月28日 普通株券 1,200 0.00 市場外 取得 1,616

令和4年6月28日 普通株券 800 0.00 市場外 処分
現物移管（処

分）

令和4年6月29日 普通株券 73,100 0.09 市場外 処分 1,621

令和4年6月30日 普通株券 1,500 0.00 市場外 取得 1,635

令和4年7月1日 普通株券 1,900 0.00 市場外 取得 1,630

令和4年7月4日 普通株券 800 0.00 市場内 取得

令和4年7月4日 普通株券 1,000 0.00 市場外 処分 1,618

令和4年7月5日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 1,636

令和4年7月7日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 1,654

令和4年7月8日 普通株券 11,200 0.01 市場外 処分 1,651

令和4年7月12日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 1,662

令和4年7月13日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 1,655

令和4年7月14日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 1,655

令和4年7月15日 普通株券 1,600 0.00 市場内 処分

令和4年7月15日 普通株券 800 0.00 市場外 取得 1,640

令和4年7月15日 普通株券 1,600 0.00 市場外 処分 1,645

令和4年7月20日 普通株券 700 0.00 市場外 取得 1,628

令和4年7月20日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 1,636

令和4年7月21日 普通株券 400 0.00 市場外 取得 1,636

令和4年7月22日 普通株券 400 0.00 市場外 取得 1,626

令和4年7月22日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 1,626

令和4年7月25日 普通株券 400 0.00 市場外 取得 1,628

令和4年7月25日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 1,628

令和4年7月26日 普通株券 1,500 0.00 市場外 処分 1,631

令和4年7月28日 普通株券 8,000 0.01 市場外 取得 1,621

令和4年8月4日 普通株券 1,400 0.00 市場外 取得 1,592

令和4年8月4日 普通株券 1,600 0.00 市場外 処分 1,592

令和4年8月5日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 1,591
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令和4年8月8日 普通株券 800 0.00 市場外 処分 1,591

令和4年8月12日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 1,587

（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5,000株、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社へ2,800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） 2,768,128

上記（Y）の内訳 顧客資金

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 2,768,128

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） 901,120 1,715,200

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 18,702,044 - 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
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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 19,603,164 P Q 1,715,200

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 9,681,650

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 11,636,714

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U 18,702,044

（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（令和4年8月12日現在）
V 78,824,009

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
11.93

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
11.93

（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 9,003,509 10.25

ノムラ　インターナショナル　ピーエル

シー（ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩ

ＯＮＡＬ　ＰＬＣ）

923,005 1.04

野村アセットマネジメント株式会社 1,710,200 2.17

合計 11,636,714 11.93
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