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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 株式会社ファーストリテイリング

証券コード 9983

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） 196,581

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 196,581 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 198,130

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T -1,549

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

※保有株券のうち、22,148株は株券を取得するオプション（内、ノムラ　インターナショナル　ピーエルシー（ＮＯＭＵＲＡ　Ｉ

ＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ）から9,348株、Nomura Global Financial Products Inc.から7,400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9月27日現在）
V 106,073,656

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（％）
0.14

（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8月1日 普通株券 200 0.00 市場内 取得

令和4年8月1日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和4年8月1日 普通株券 3,200 0.00 市場外 取得 80,024

令和4年8月1日 普通株券 90,351 0.09 市場外 取得 貸借

令和4年8月1日 普通株券 102,351 0.10 市場外 処分 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 1,100 0.00 市場内 処分
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令和4年8月2日 普通株券 2,600 0.00 市場外 取得 80,474

令和4年8月2日 普通株券 90,351 0.09 市場外 取得 貸借

令和4年8月2日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 80,440

令和4年8月2日 普通株券 90,451 0.09 市場外 処分 貸借

令和4年8月3日 普通株券 1,800 0.00 市場内 取得

令和4年8月3日 普通株券 600 0.00 市場内 処分

令和4年8月3日 普通株券 110 0.00 市場外 取得 74,430

令和4年8月3日 普通株券 99,313 0.09 市場外 取得 貸借

令和4年8月3日 普通株券 2,805 0.00 市場外 処分 81,261

令和4年8月3日 普通株券 94,832 0.09 市場外 処分 貸借

令和4年8月3日 普通株券 140 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年8月4日 普通株券 300 0.00 市場内 取得

令和4年8月4日 普通株券 3,300 0.00 市場内 処分

令和4年8月4日 普通株券 270 0.00 市場外 取得 83,013

令和4年8月4日 普通株券 90,121 0.08 市場外 取得 貸借

令和4年8月4日 普通株券 95,032 0.09 市場外 処分 貸借

令和4年8月4日 普通株券 140 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年8月5日 普通株券 600 0.00 市場内 取得

令和4年8月5日 普通株券 6,100 0.01 市場内 処分

令和4年8月5日 普通株券 8,510 0.01 市場外 取得 83,594

令和4年8月5日 普通株券 85,316 0.08 市場外 取得 貸借

令和4年8月5日 普通株券 2,600 0.00 市場外 処分 83,602

令和4年8月5日 普通株券 90,121 0.08 市場外 処分 貸借

令和4年8月8日 普通株券 600 0.00 市場内 取得

令和4年8月8日 普通株券 13,000 0.01 市場内 処分

令和4年8月8日 普通株券 40 0.00 市場外 取得 95,931

令和4年8月8日 普通株券 118,056 0.11 市場外 取得 貸借

令和4年8月8日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 83,819

令和4年8月8日 普通株券 92,436 0.09 市場外 処分 貸借

令和4年8月8日 普通株券 80 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年8月9日 普通株券 1,000 0.00 市場内 取得

令和4年8月9日 普通株券 600 0.00 市場内 処分

令和4年8月9日 普通株券 100,646 0.09 市場外 取得 貸借

令和4年8月9日 普通株券 1,300 0.00 市場外 処分 85,040

令和4年8月9日 普通株券 137,141 0.13 市場外 処分 貸借
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令和4年8月10日 普通株券 500 0.00 市場内 取得

令和4年8月10日 普通株券 8,300 0.01 市場内 処分

令和4年8月10日 普通株券 151 0.00 市場外 取得 82,869

令和4年8月10日 普通株券 68,521 0.06 市場外 取得 貸借

令和4年8月10日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 82,912

令和4年8月10日 普通株券 74,781 0.07 市場外 処分 貸借

令和4年8月12日 普通株券 8,100 0.01 市場内 取得

令和4年8月12日 普通株券 9,800 0.01 市場内 処分

令和4年8月12日 普通株券 43 0.00 市場外 取得 84,136

令和4年8月12日 普通株券 69,301 0.07 市場外 取得 貸借

令和4年8月12日 普通株券 492 0.00 市場外 取得 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年8月12日 普通株券 132 0.00 市場外 処分 84,248

令和4年8月12日 普通株券 68,741 0.06 市場外 処分 貸借

令和4年8月15日 普通株券 1,600 0.00 市場内 処分

令和4年8月15日 普通株券 40 0.00 市場外 取得 66,989

令和4年8月15日 普通株券 84,839 0.08 市場外 取得 貸借

令和4年8月15日 普通株券 13,062 0.01 市場外 処分 85,171

令和4年8月15日 普通株券 76,790 0.07 市場外 処分 貸借

令和4年8月15日 普通株券 40 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年8月16日 普通株券 5,400 0.01 市場内 取得

令和4年8月16日 普通株券 600 0.00 市場内 処分

令和4年8月16日 普通株券 18,500 0.02 市場外 取得 85,730

令和4年8月16日 普通株券 80,368 0.08 市場外 取得 貸借

令和4年8月16日 普通株券 1,100 0.00 市場外 処分 85,726

令和4年8月16日 普通株券 78,579 0.07 市場外 処分 貸借

令和4年8月17日 普通株券 8,600 0.01 市場内 取得

令和4年8月17日 普通株券 700 0.00 市場内 処分

令和4年8月17日 普通株券 429 0.00 市場外 取得 84,573

令和4年8月17日 普通株券 107,823 0.10 市場外 取得 貸借

令和4年8月17日 普通株券 93,201 0.09 市場外 処分 貸借

令和4年8月17日 普通株券 126 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年8月18日 普通株券 400 0.00 市場内 取得

令和4年8月18日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和4年8月18日 普通株券 7,133 0.01 市場外 取得 86,604

令和4年8月18日 普通株券 91,901 0.09 市場外 取得 貸借
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令和4年8月18日 普通株券 600 0.00 市場外 処分 86,630

令和4年8月18日 普通株券 93,201 0.09 市場外 処分 貸借

令和4年8月18日 普通株券 126 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年8月19日 普通株券 3,600 0.00 市場内 取得

令和4年8月19日 普通株券 400 0.00 市場内 処分

令和4年8月19日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 85,420

令和4年8月19日 普通株券 111,301 0.10 市場外 取得 貸借

令和4年8月19日 普通株券 101,901 0.10 市場外 処分 貸借

令和4年8月22日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

令和4年8月22日 普通株券 1,800 0.00 市場内 処分

令和4年8月22日 普通株券 21,212 0.02 市場外 取得 85,099

令和4年8月22日 普通株券 89,641 0.08 市場外 取得 貸借

令和4年8月22日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 84,917

令和4年8月22日 普通株券 101,674 0.10 市場外 処分 貸借

令和4年8月22日 普通株券 248 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年8月23日 普通株券 5,000 0.00 市場内 処分

令和4年8月23日 普通株券 7,000 0.01 市場外 取得 85,010

令和4年8月23日 普通株券 84,241 0.08 市場外 取得 貸借

令和4年8月23日 普通株券 89,568 0.08 市場外 処分 貸借

令和4年8月24日 普通株券 300 0.00 市場内 取得

令和4年8月24日 普通株券 500 0.00 市場内 処分

令和4年8月24日 普通株券 2,100 0.00 市場外 取得 84,220

令和4年8月24日 普通株券 64,856 0.06 市場外 取得 貸借

令和4年8月24日 普通株券 1,000 0.00 市場外 処分 84,220

令和4年8月24日 普通株券 84,241 0.08 市場外 処分 貸借

令和4年8月25日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

令和4年8月25日 普通株券 2,300 0.00 市場内 処分

令和4年8月25日 普通株券 62,856 0.06 市場外 取得 貸借

令和4年8月25日 普通株券 237 0.00 市場外 処分 84,049

令和4年8月25日 普通株券 64,856 0.06 市場外 処分 貸借

令和4年8月26日 普通株券 600 0.00 市場内 取得

令和4年8月26日 普通株券 700 0.00 市場内 処分

令和4年8月26日 普通株券 242 0.00 市場外 取得 78,667

令和4年8月26日 普通株券 71,817 0.07 市場外 取得 貸借

令和4年8月26日 普通株券 5,100 0.00 市場外 処分 84,930
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令和4年8月26日 普通株券 67,341 0.06 市場外 処分 貸借

令和4年8月26日 普通株券 152 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年8月29日 普通株券 1,300 0.00 市場内 取得

令和4年8月29日 普通株券 11,900 0.01 市場内 処分

令和4年8月29日 普通株券 71,132 0.07 市場外 取得 貸借

令和4年8月29日 普通株券 2,068 0.00 市場外 処分 82,562

令和4年8月29日 普通株券 69,232 0.07 市場外 処分 貸借

令和4年8月30日 普通株券 1,800 0.00 市場内 取得

令和4年8月30日 普通株券 400 0.00 市場内 処分

令和4年8月30日 普通株券 85,932 0.08 市場外 取得 貸借

令和4年8月30日 普通株券 78,732 0.07 市場外 処分 貸借

令和4年8月31日 普通株券 8,300 0.01 市場内 処分

令和4年8月31日 普通株券 125 0.00 市場外 取得 75,615

令和4年8月31日 普通株券 77,732 0.07 市場外 取得 貸借

令和4年8月31日 普通株券 2,384 0.00 市場外 処分 81,938

令和4年8月31日 普通株券 77,532 0.07 市場外 処分 貸借

令和4年8月31日 普通株券 140 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年9月1日 普通株券 4,900 0.00 市場内 取得

令和4年9月1日 普通株券 1,800 0.00 市場内 処分

令和4年9月1日 普通株券 692 0.00 市場外 取得 80,884

令和4年9月1日 普通株券 75,232 0.07 市場外 取得 貸借

令和4年9月1日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 80,667

令和4年9月1日 普通株券 76,632 0.07 市場外 処分 貸借

令和4年9月1日 普通株券 140 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年9月2日 普通株券 1,600 0.00 市場内 取得

令和4年9月2日 普通株券 500 0.00 市場内 処分

令和4年9月2日 普通株券 400 0.00 市場外 取得 81,288

令和4年9月2日 普通株券 77,632 0.07 市場外 取得 貸借

令和4年9月2日 普通株券 2,014 0.00 市場外 処分 81,420

令和4年9月2日 普通株券 76,432 0.07 市場外 処分 貸借

令和4年9月5日 普通株券 1,000 0.00 市場内 取得

令和4年9月5日 普通株券 900 0.00 市場内 処分

令和4年9月5日 普通株券 457 0.00 市場外 取得 82,283

令和4年9月5日 普通株券 72,840 0.07 市場外 取得 貸借

令和4年9月5日 普通株券 76,432 0.07 市場外 処分 貸借
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令和4年9月5日 普通株券 80 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年9月6日 普通株券 1,700 0.00 市場内 取得

令和4年9月6日 普通株券 134 0.00 市場外 取得 80,526

令和4年9月6日 普通株券 107,724 0.10 市場外 取得 貸借

令和4年9月6日 普通株券 3,404 0.00 市場外 処分 80,688

令和4年9月6日 普通株券 72,132 0.07 市場外 処分 貸借

令和4年9月7日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

令和4年9月7日 普通株券 1,100 0.00 市場内 処分

令和4年9月7日 普通株券 113 0.00 市場外 取得 81,142

令和4年9月7日 普通株券 75,818 0.07 市場外 取得 貸借

令和4年9月7日 普通株券 500 0.00 市場外 処分 80,738

令和4年9月7日 普通株券 80,775 0.08 市場外 処分 貸借

令和4年9月8日 普通株券 28,200 0.03 市場内 取得

令和4年9月8日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和4年9月8日 普通株券 92,489 0.09 市場外 取得 貸借

令和4年9月8日 普通株券 9,600 0.01 市場外 処分 83,108

令和4年9月8日 普通株券 83,232 0.08 市場外 処分 貸借

令和4年9月9日 普通株券 8,500 0.01 市場内 取得

令和4年9月9日 普通株券 2,200 0.00 市場内 処分

令和4年9月9日 普通株券 410 0.00 市場外 取得 83,890

令和4年9月9日 普通株券 74,319 0.07 市場外 取得 貸借

令和4年9月9日 普通株券 1,600 0.00 市場外 処分 83,971

令和4年9月9日 普通株券 112,732 0.11 市場外 処分 貸借

令和4年9月9日 普通株券 20 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年9月12日 普通株券 13,200 0.01 市場内 取得

令和4年9月12日 普通株券 800 0.00 市場内 処分

令和4年9月12日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 84,402

令和4年9月12日 普通株券 75,745 0.07 市場外 取得 貸借

令和4年9月12日 普通株券 800 0.00 市場外 処分 85,169

令和4年9月12日 普通株券 75,032 0.07 市場外 処分 貸借

令和4年9月13日 普通株券 4,200 0.00 市場内 取得

令和4年9月13日 普通株券 122 0.00 市場外 取得 84,949

令和4年9月13日 普通株券 62,632 0.06 市場外 取得 貸借

令和4年9月13日 普通株券 500 0.00 市場外 処分 85,152

令和4年9月13日 普通株券 75,032 0.07 市場外 処分 貸借
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令和4年9月14日 普通株券 4,100 0.00 市場内 取得

令和4年9月14日 普通株券 1,500 0.00 市場内 処分

令和4年9月14日 普通株券 160 0.00 市場外 取得 72,754

令和4年9月14日 普通株券 25,321 0.02 市場外 取得 貸借

令和4年9月14日 普通株券 2,091 0.00 市場外 処分 82,157

令和4年9月14日 普通株券 62,632 0.06 市場外 処分 貸借

令和4年9月14日 普通株券 184 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年9月15日 普通株券 300 0.00 市場内 取得

令和4年9月15日 普通株券 9,200 0.01 市場内 処分

令和4年9月15日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 82,937

令和4年9月15日 普通株券 85,677 0.08 市場外 取得 貸借

令和4年9月15日 普通株券 55,799 0.05 市場外 処分 貸借

令和4年9月15日 普通株券 140 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年9月16日 普通株券 1,100 0.00 市場内 取得

令和4年9月16日 普通株券 22,200 0.02 市場内 処分

令和4年9月16日 普通株券 42,030 0.04 市場外 取得 貸借

令和4年9月16日 普通株券 55,199 0.05 市場外 処分 貸借

令和4年9月20日 普通株券 300 0.00 市場内 取得

令和4年9月20日 普通株券 45,300 0.04 市場内 処分

令和4年9月20日 普通株券 212 0.00 市場外 取得 75,308

令和4年9月20日 普通株券 40,200 0.04 市場外 取得 貸借

令和4年9月20日 普通株券 3,100 0.00 市場外 処分 81,634

令和4年9月20日 普通株券 19,230 0.02 市場外 処分 貸借

令和4年9月20日 普通株券 240 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年9月21日 普通株券 700 0.00 市場内 取得

令和4年9月21日 普通株券 45,000 0.04 市場内 処分

令和4年9月21日 普通株券 139,000 0.13 市場外 取得 82,190

令和4年9月21日 普通株券 45,800 0.04 市場外 取得 貸借

令和4年9月21日 普通株券 53,200 0.05 市場外 処分 81,921

令和4年9月21日 普通株券 10,600 0.01 市場外 処分 貸借

令和4年9月22日 普通株券 1,300 0.00 市場内 取得

令和4年9月22日 普通株券 28,800 0.03 市場内 処分

令和4年9月22日 普通株券 2,700 0.00 市場外 取得 81,272

令和4年9月22日 普通株券 55,406 0.05 市場外 取得 貸借

令和4年9月22日 普通株券 2,100 0.00 市場外 処分 81,275
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令和4年9月22日 普通株券 45,588 0.04 市場外 処分 貸借

令和4年9月26日 普通株券 500 0.00 市場内 取得

令和4年9月26日 普通株券 20,300 0.02 市場内 処分

令和4年9月26日 普通株券 123 0.00 市場外 取得 74,526

令和4年9月26日 普通株券 25,000 0.02 市場外 取得 貸借

令和4年9月26日 普通株券 13,300 0.01 市場外 処分 80,641

令和4年9月26日 普通株券 48,818 0.05 市場外 処分 貸借

令和4年9月26日 普通株券 132 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年9月27日 普通株券 600 0.00 市場内 取得

令和4年9月27日 普通株券 1,000 0.00 市場内 処分

令和4年9月27日 普通株券 27 0.00 市場外 取得 81,310

令和4年9月27日 普通株券 120,300 0.11 市場外 取得 貸借

令和4年9月27日 普通株券 10,460 0.01 市場外 処分 81,310

（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、野村アセットマネジメント株式会社から122,900株、機関投資家等から87,600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188,782株、機関投資家等へ35,500株 貸出している。

プットオプションを14,768株 取得している。

（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） 843

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） 843

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）

EDINET提出書類

野村證券株式会社(E03810)

変更報告書

10/24



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。

（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） 137,558

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 137,558 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 10,000

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 127,558

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

※保有株券のうち、20,244株は株券を取得するオプション（内、野村證券株式会社から10,000株、NOMURA SINGAPORE LIMITEDから

4,716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9月27日現在）
V 106,073,656

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.12

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）

（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8月1日 普通株券 32,600 0.03 市場内 取得

令和4年8月1日 普通株券 29,800 0.03 市場内 処分

令和4年8月1日 普通株券 9,000 0.01 市場外 取得 79,984

令和4年8月1日 普通株券 8,900 0.01 市場外 処分 79,981

令和4年8月2日 普通株券 43,900 0.04 市場内 取得

令和4年8月2日 普通株券 49,200 0.05 市場内 処分

令和4年8月2日 普通株券 23,900 0.02 市場外 取得 80,460

令和4年8月2日 普通株券 20,900 0.02 市場外 処分 80,548

令和4年8月2日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年8月3日 普通株券 65,300 0.06 市場内 取得

令和4年8月3日 普通株券 74,300 0.07 市場内 処分

令和4年8月3日 普通株券 23,318 0.02 市場外 取得 82,126

令和4年8月3日 普通株券 26,918 0.03 市場外 処分 82,243

令和4年8月3日 普通株券 140 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年8月4日 普通株券 39,900 0.04 市場内 取得

令和4年8月4日 普通株券 33,600 0.03 市場内 処分

令和4年8月4日 普通株券 15,820 0.01 市場外 取得 82,320

令和4年8月4日 普通株券 10,120 0.01 市場外 処分 82,237
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令和4年8月4日 普通株券 140 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年8月5日 普通株券 41,500 0.04 市場内 取得

令和4年8月5日 普通株券 26,200 0.02 市場内 処分

令和4年8月5日 普通株券 10,800 0.01 市場外 取得 83,416

令和4年8月5日 普通株券 17,800 0.02 市場外 処分 83,438

令和4年8月8日 普通株券 30,600 0.03 市場内 取得

令和4年8月8日 普通株券 32,600 0.03 市場内 処分

令和4年8月8日 普通株券 7,840 0.01 市場外 取得 84,063

令和4年8月8日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年8月8日 普通株券 10,040 0.01 市場外 処分 84,062

令和4年8月8日 普通株券 80 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年8月9日 普通株券 38,500 0.04 市場内 取得

令和4年8月9日 普通株券 33,400 0.03 市場内 処分

令和4年8月9日 普通株券 26,300 0.02 市場外 取得 85,019

令和4年8月9日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年8月9日 普通株券 11,600 0.01 市場外 処分 84,833

令和4年8月10日 普通株券 28,700 0.03 市場内 取得

令和4年8月10日 普通株券 56,000 0.05 市場内 処分

令和4年8月10日 普通株券 19,000 0.02 市場外 取得 83,126

令和4年8月10日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年8月10日 普通株券 17,400 0.02 市場外 処分 83,226

令和4年8月12日 普通株券 54,700 0.05 市場内 取得

令和4年8月12日 普通株券 57,700 0.05 市場内 処分

令和4年8月12日 普通株券 10,972 0.01 市場外 取得 83,943

令和4年8月12日 普通株券 420 0.00 市場外 取得 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年8月12日 普通株券 8,972 0.01 市場外 処分 83,906

令和4年8月12日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年8月15日 普通株券 37,000 0.03 市場内 取得

令和4年8月15日 普通株券 36,200 0.03 市場内 処分

令和4年8月15日 普通株券 9,540 0.01 市場外 取得 85,078

令和4年8月15日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年8月15日 普通株券 7,240 0.01 市場外 処分 85,044

令和4年8月15日 普通株券 40 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年8月16日 普通株券 30,500 0.03 市場内 取得

令和4年8月16日 普通株券 31,900 0.03 市場内 処分
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令和4年8月16日 普通株券 11,800 0.01 市場外 取得 85,367

令和4年8月16日 普通株券 11,700 0.01 市場外 処分 85,423

令和4年8月17日 普通株券 56,000 0.05 市場内 取得

令和4年8月17日 普通株券 49,500 0.05 市場内 処分

令和4年8月17日 普通株券 15,714 0.01 市場外 取得 87,598

令和4年8月17日 普通株券 12,514 0.01 市場外 処分 87,691

令和4年8月17日 普通株券 126 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年8月18日 普通株券 36,500 0.03 市場内 取得

令和4年8月18日 普通株券 58,800 0.06 市場内 処分

令和4年8月18日 普通株券 7,194 0.01 市場外 取得 86,905

令和4年8月18日 普通株券 6,994 0.01 市場外 処分 86,937

令和4年8月18日 普通株券 126 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年8月19日 普通株券 37,500 0.04 市場内 取得

令和4年8月19日 普通株券 50,400 0.05 市場内 処分

令和4年8月19日 普通株券 14,300 0.01 市場外 取得 85,880

令和4年8月19日 普通株券 12,200 0.01 市場外 処分 85,849

令和4年8月22日 普通株券 43,000 0.04 市場内 取得

令和4年8月22日 普通株券 35,500 0.03 市場内 処分

令和4年8月22日 普通株券 13,412 0.01 市場外 取得 84,671

令和4年8月22日 普通株券 13,012 0.01 市場外 処分 84,503

令和4年8月22日 普通株券 248 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年8月23日 普通株券 34,100 0.03 市場内 取得

令和4年8月23日 普通株券 37,700 0.04 市場内 処分

令和4年8月23日 普通株券 8,600 0.01 市場外 取得 84,606

令和4年8月23日 普通株券 16,800 0.02 市場外 処分 84,684

令和4年8月24日 普通株券 26,600 0.03 市場内 取得

令和4年8月24日 普通株券 43,100 0.04 市場内 処分

令和4年8月24日 普通株券 14,000 0.01 市場外 取得 84,324

令和4年8月24日 普通株券 10,700 0.01 市場外 処分 84,497

令和4年8月25日 普通株券 27,100 0.03 市場内 取得

令和4年8月25日 普通株券 24,300 0.02 市場内 処分

令和4年8月25日 普通株券 9,200 0.01 市場外 取得 84,142

令和4年8月25日 普通株券 10,100 0.01 市場外 処分 84,058

令和4年8月26日 普通株券 42,000 0.04 市場内 取得

令和4年8月26日 普通株券 36,000 0.03 市場内 処分
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令和4年8月26日 普通株券 11,122 0.01 市場外 取得 84,675

令和4年8月26日 普通株券 9,922 0.01 市場外 処分 84,559

令和4年8月26日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年8月26日 普通株券 232 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年8月29日 普通株券 34,800 0.03 市場内 取得

令和4年8月29日 普通株券 38,100 0.04 市場内 処分

令和4年8月29日 普通株券 14,900 0.01 市場外 取得 82,583

令和4年8月29日 普通株券 12,800 0.01 市場外 処分 82,602

令和4年8月30日 普通株券 36,100 0.03 市場内 取得

令和4年8月30日 普通株券 36,800 0.03 市場内 処分

令和4年8月30日 普通株券 15,100 0.01 市場外 取得 82,412

令和4年8月30日 普通株券 14,000 0.01 市場外 処分 82,328

令和4年8月31日 普通株券 32,500 0.03 市場内 取得

令和4年8月31日 普通株券 32,700 0.03 市場内 処分

令和4年8月31日 普通株券 8,825 0.01 市場外 取得 81,786

令和4年8月31日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年8月31日 普通株券 10,025 0.01 市場外 処分 81,840

令和4年8月31日 普通株券 140 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年9月1日 普通株券 24,000 0.02 市場内 取得

令和4年9月1日 普通株券 35,800 0.03 市場内 処分

令和4年9月1日 普通株券 25,292 0.02 市場外 取得 80,557

令和4年9月1日 普通株券 12,292 0.01 市場外 処分 80,544

令和4年9月1日 普通株券 140 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年9月2日 普通株券 34,700 0.03 市場内 取得

令和4年9月2日 普通株券 45,000 0.04 市場内 処分

令和4年9月2日 普通株券 15,200 0.01 市場外 取得 81,585

令和4年9月2日 普通株券 11,100 0.01 市場外 処分 81,629

令和4年9月5日 普通株券 30,200 0.03 市場内 取得

令和4年9月5日 普通株券 30,500 0.03 市場内 処分

令和4年9月5日 普通株券 10,540 0.01 市場外 取得 80,888

令和4年9月5日 普通株券 3,800 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年9月5日 普通株券 8,340 0.01 市場外 処分 80,883

令和4年9月5日 普通株券 80 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年9月6日 普通株券 47,300 0.04 市場内 取得

令和4年9月6日 普通株券 38,900 0.04 市場内 処分
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令和4年9月6日 普通株券 14,700 0.01 市場外 取得 80,617

令和4年9月6日 普通株券 600 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年9月6日 普通株券 14,000 0.01 市場外 処分 80,635

令和4年9月6日 普通株券 3,700 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年9月7日 普通株券 36,100 0.03 市場内 取得

令和4年9月7日 普通株券 40,500 0.04 市場内 処分

令和4年9月7日 普通株券 12,600 0.01 市場外 取得 80,713

令和4年9月7日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年9月7日 普通株券 12,900 0.01 市場外 処分 80,793

令和4年9月7日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年9月8日 普通株券 47,400 0.04 市場内 取得

令和4年9月8日 普通株券 46,500 0.04 市場内 処分

令和4年9月8日 普通株券 10,900 0.01 市場外 取得 82,753

令和4年9月8日 普通株券 2,513 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年9月8日 普通株券 15,900 0.01 市場外 処分 82,790

令和4年9月9日 普通株券 31,500 0.03 市場内 取得

令和4年9月9日 普通株券 40,300 0.04 市場内 処分

令和4年9月9日 普通株券 12,390 0.01 市場外 取得 83,660

令和4年9月9日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年9月9日 普通株券 15,790 0.01 市場外 処分 83,711

令和4年9月9日 普通株券 1,713 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年9月9日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年9月12日 普通株券 36,600 0.03 市場内 取得

令和4年9月12日 普通株券 30,800 0.03 市場内 処分

令和4年9月12日 普通株券 9,800 0.01 市場外 取得 84,838

令和4年9月12日 普通株券 400 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年9月12日 普通株券 11,400 0.01 市場外 処分 84,781

令和4年9月12日 普通株券 800 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年9月13日 普通株券 26,100 0.02 市場内 取得

令和4年9月13日 普通株券 26,700 0.03 市場内 処分

令和4年9月13日 普通株券 8,300 0.01 市場外 取得 85,275

令和4年9月13日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年9月13日 普通株券 9,000 0.01 市場外 処分 85,391

令和4年9月13日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年9月14日 普通株券 32,900 0.03 市場内 取得
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令和4年9月14日 普通株券 55,300 0.05 市場内 処分

令和4年9月14日 普通株券 15,960 0.02 市場外 取得 82,294

令和4年9月14日 普通株券 20,960 0.02 市場外 処分 82,352

令和4年9月14日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年9月14日 普通株券 184 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年9月15日 普通株券 24,400 0.02 市場内 取得

令和4年9月15日 普通株券 30,200 0.03 市場内 処分

令和4年9月15日 普通株券 11,980 0.01 市場外 取得 82,149

令和4年9月15日 普通株券 9,580 0.01 市場外 処分 82,201

令和4年9月15日 普通株券 140 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年9月16日 普通株券 27,900 0.03 市場内 取得

令和4年9月16日 普通株券 33,400 0.03 市場内 処分

令和4年9月16日 普通株券 16,500 0.02 市場外 取得 81,283

令和4年9月16日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年9月16日 普通株券 6,100 0.01 市場外 処分 81,280

令和4年9月16日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年9月20日 普通株券 28,100 0.03 市場内 取得

令和4年9月20日 普通株券 29,400 0.03 市場内 処分

令和4年9月20日 普通株券 8,500 0.01 市場外 取得 81,959

令和4年9月20日 普通株券 47,070 0.04 市場外 取得 貸借

令和4年9月20日 普通株券 12,300 0.01 市場外 処分 81,934

令和4年9月20日 普通株券 240 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年9月21日 普通株券 29,300 0.03 市場内 取得

令和4年9月21日 普通株券 28,300 0.03 市場内 処分

令和4年9月21日 普通株券 9,700 0.01 市場外 取得 81,922

令和4年9月21日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年9月21日 普通株券 12,300 0.01 市場外 処分 81,813

令和4年9月21日 普通株券 11,300 0.01 市場外 処分 貸借

令和4年9月22日 普通株券 31,100 0.03 市場内 取得

令和4年9月22日 普通株券 38,300 0.04 市場内 処分

令和4年9月22日 普通株券 10,900 0.01 市場外 取得 81,137

令和4年9月22日 普通株券 500 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年9月22日 普通株券 18,300 0.02 市場外 処分 81,171

令和4年9月22日 普通株券 35,770 0.03 市場外 処分 貸借

令和4年9月26日 普通株券 46,000 0.04 市場内 取得
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令和4年9月26日 普通株券 48,700 0.05 市場内 処分

令和4年9月26日 普通株券 17,395 0.02 市場外 取得 80,365

令和4年9月26日 普通株券 16,982 0.02 市場外 取得 貸借

令和4年9月26日 普通株券 31,995 0.03 市場外 処分 80,329

令和4年9月26日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年9月26日 普通株券 204 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年9月27日 普通株券 37,500 0.04 市場内 取得

令和4年9月27日 普通株券 32,000 0.03 市場内 処分

令和4年9月27日 普通株券 11,200 0.01 市場外 取得 80,799

令和4年9月27日 普通株券 102,100 0.10 市場外 取得 貸借

令和4年9月27日 普通株券 19,800 0.02 市場外 処分 80,794

令和4年9月27日 普通株券 100 0.00 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】

担保差入:137,453株

消費貸借契約により、野村證券株式会社から188,782株、機関投資家等から2,700株 借入れている。

プットオプションを11,968株 取得している。

共同保有者に追加となります。

（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

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
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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　内

中　釈

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） 11,307,600

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 - 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 11,307,600

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 122,900

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 11,184,700

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9月27日現在）
V 106,073,656

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
10.54

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
10.66

（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8月1日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 80,019

令和4年8月1日 普通株券 17,000 0.02 市場外 処分 80,200

令和4年8月2日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和4年8月2日 普通株券 2,000 0.00 市場外 処分 80,600

令和4年8月3日 普通株券 300 0.00 市場内 取得

令和4年8月3日 普通株券 2,000 0.00 市場外 取得 80,600

令和4年8月3日 普通株券 1,000 0.00 市場外 処分 80,600

令和4年8月4日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

令和4年8月4日 普通株券 200 0.00 市場内 処分

令和4年8月4日 普通株券 700 0.00 市場外 取得 81,810

令和4年8月4日 普通株券 800 0.00 市場外 処分 81,810

令和4年8月5日 普通株券 1,000 0.00 市場内 取得

令和4年8月5日 普通株券 300 0.00 市場内 処分

令和4年8月5日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 83,137

令和4年8月5日 普通株券 6,700 0.01 市場外 処分 83,050

令和4年8月8日 普通株券 600 0.00 市場内 処分

令和4年8月8日 普通株券 13,000 0.01 市場外 取得 83,600

令和4年8月8日 普通株券 10,900 0.01 市場外 処分 83,643

令和4年8月9日 普通株券 100 0.00 市場内 取得
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令和4年8月9日 普通株券 4,000 0.00 市場外 処分 83,860

令和4年8月10日 普通株券 2,700 0.00 市場内 処分

令和4年8月10日 普通株券 1,500 0.00 市場外 処分 83,223

令和4年8月11日 普通株券 6,200 0.01 市場外 処分
現物移管（処

分）

令和4年8月12日 普通株券 200 0.00 市場内 処分

令和4年8月15日 普通株券 2,900 0.00 市場内 処分

令和4年8月15日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 85,139

令和4年8月15日 普通株券 5,200 0.00 市場外 処分 84,653

令和4年8月16日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

令和4年8月16日 普通株券 15,100 0.01 市場外 処分 85,170

令和4年8月17日 普通株券 200 0.00 市場内 処分

令和4年8月17日 普通株券 17,400 0.02 市場外 処分 85,730

令和4年8月18日 普通株券 700 0.00 市場内 処分

令和4年8月18日 普通株券 1,000 0.00 市場外 取得 86,781

令和4年8月18日 普通株券 7,600 0.01 市場外 処分 87,687

令和4年8月19日 普通株券 2,700 0.00 市場内 処分

令和4年8月19日 普通株券 1,100 0.00 市場外 取得 86,532

令和4年8月19日 普通株券 10,400 0.01 市場外 処分 86,359

令和4年8月22日 普通株券 700 0.00 市場内 処分

令和4年8月22日 普通株券 4,100 0.00 市場外 処分 85,517

令和4年8月23日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

令和4年8月23日 普通株券 2,400 0.00 市場内 処分

令和4年8月23日 普通株券 4,100 0.00 市場外 処分 85,057

令和4年8月24日 普通株券 900 0.00 市場内 処分

令和4年8月24日 普通株券 11,000 0.01 市場外 処分 84,773

令和4年8月25日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

令和4年8月25日 普通株券 1,100 0.00 市場内 処分

令和4年8月25日 普通株券 2,000 0.00 市場外 取得 84,220

令和4年8月25日 普通株券 1,600 0.00 市場外 処分 84,179

令和4年8月26日 普通株券 7,000 0.01 市場外 処分 84,000

令和4年8月29日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和4年8月30日 普通株券 200 0.00 市場内 処分

令和4年8月30日 普通株券 2,100 0.00 市場外 取得 82,485

令和4年8月30日 普通株券 2,100 0.00 市場外 処分 82,789

令和4年9月1日 普通株券 4,000 0.00 市場外 取得 81,950
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令和4年9月2日 普通株券 5,100 0.00 市場外 取得 80,995

令和4年9月5日 普通株券 3,300 0.00 市場外 取得 81,310

令和4年9月5日 普通株券 38,000 0.04 市場外 処分 81,310

令和4年9月6日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

令和4年9月6日 普通株券 3,000 0.00 市場外 取得 80,300

令和4年9月6日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 80,624

令和4年9月8日 普通株券 600 0.00 市場内 取得

令和4年9月8日 普通株券 5,200 0.00 市場外 取得 82,100

令和4年9月8日 普通株券 7,400 0.01 市場外 処分 81,360

令和4年9月9日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 83,110

令和4年9月12日 普通株券 1,200 0.00 市場内 処分

令和4年9月13日 普通株券 34,000 0.03 市場外 取得 85,190

令和4年9月14日 普通株券 1,000 0.00 市場外 処分 82,225

令和4年9月15日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和4年9月15日 普通株券 20,600 0.02 市場外 取得 81,861

令和4年9月15日 普通株券 1,000 0.00 市場外 処分 82,451

令和4年9月16日 普通株券 300 0.00 市場内 処分

令和4年9月20日 普通株券 25,600 0.02 市場外 処分 81,370

令和4年9月21日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

令和4年9月21日 普通株券 1,200 0.00 市場外 取得 81,990

令和4年9月21日 普通株券 7,000 0.01 市場外 処分 81,990

令和4年9月22日 普通株券 4,500 0.00 市場外 取得 82,101

令和4年9月22日 普通株券 1,000 0.00 市場外 処分 81,280

令和4年9月26日 普通株券 5,300 0.00 市場外 取得 81,241

令和4年9月27日 普通株券 200 0.00 市場内 取得

令和4年9月27日 普通株券 18,500 0.02 市場外 取得 80,593

（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122,900株、バークレイズ証券株式会社へ760,300株、三菱ＵＦＪモルガン・スタン

レー証券株式会社へ449,800株、BNPパリバ証券株式会社へ419,700株、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社へ237,000株、シ

ティグループ証券株式会社へ179,800株、みずほ証券株式会社へ163,000株、ＳＭＢＣ日興証券株式会社へ98,000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）

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円） 577,039,176
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上記（Y）の内訳 顧客資金

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 577,039,176

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） 334,139 11,307,600

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 - 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 334,139 P Q 11,307,600

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 331,030

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 11,310,709
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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9月27日現在）
V 106,073,656

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
10.66

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
10.80

（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 -1,549 0

ノムラ　インターナショナル　ピーエル

シー（ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩ

ＯＮＡＬ　ＰＬＣ）

127,558 0.12

野村アセットマネジメント株式会社 11,184,700 10.54

合計 11,310,709 10.66
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