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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 ＴＤＫ株式会社

証券コード 6762

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） 358,224

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 358,224 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 0

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 358,224

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10月26日現在）
V 388,771,977

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.09

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.08

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

令和4年8月29日 普通株券 6,100 0.00 市場内 取得

令和4年8月29日 普通株券 40,400 0.01 市場内 処分

令和4年8月29日 普通株券 9,784 0.00 市場外 取得 4,861

令和4年8月29日 普通株券 590,006 0.15 市場外 取得 貸借

令和4年8月29日 普通株券 7,900 0.00 市場外 処分 4,848

令和4年8月29日 普通株券 533,900 0.14 市場外 処分 貸借

令和4年8月30日 普通株券 900 0.00 市場内 取得

令和4年8月30日 普通株券 7,000 0.00 市場内 処分
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令和4年8月30日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 4,895

令和4年8月30日 普通株券 594,894 0.15 市場外 取得 貸借

令和4年8月30日 普通株券 5,500 0.00 市場外 処分 4,897

令和4年8月30日 普通株券 594,800 0.15 市場外 処分 貸借

令和4年8月31日 普通株券 300 0.00 市場内 取得

令和4年8月31日 普通株券 25,200 0.01 市場内 処分

令和4年8月31日 普通株券 5,895 0.00 市場外 取得 4,876

令和4年8月31日 普通株券 280,600 0.07 市場外 取得 貸借

令和4年8月31日 普通株券 11,117 0.00 市場外 処分 4,906

令和4年8月31日 普通株券 655,600 0.17 市場外 処分 貸借

令和4年9月1日 普通株券 18,500 0.00 市場内 取得

令和4年9月1日 普通株券 7,000 0.00 市場内 処分

令和4年9月1日 普通株券 25,300 0.01 市場外 取得 4,770

令和4年9月1日 普通株券 1,057,512 0.27 市場外 取得 貸借

令和4年9月1日 普通株券 5,000 0.00 市場外 処分 4,776

令和4年9月1日 普通株券 645,806 0.17 市場外 処分 貸借

令和4年9月2日 普通株券 8,200 0.00 市場内 取得

令和4年9月2日 普通株券 8,100 0.00 市場内 処分

令和4年9月2日 普通株券 13,700 0.00 市場外 取得 4,778

令和4年9月2日 普通株券 511,700 0.13 市場外 取得 貸借

令和4年9月2日 普通株券 11,900 0.00 市場外 処分 4,791

令和4年9月2日 普通株券 643,706 0.17 市場外 処分 貸借

令和4年9月5日 普通株券 200 0.00 市場内 取得

令和4年9月5日 普通株券 5,600 0.00 市場内 処分

令和4年9月5日 普通株券 9,500 0.00 市場外 取得 4,847

令和4年9月5日 普通株券 656,300 0.17 市場外 取得 貸借

令和4年9月5日 普通株券 21,300 0.01 市場外 処分 4,858

令和4年9月5日 普通株券 610,800 0.16 市場外 処分 貸借

令和4年9月6日 普通株券 400 0.00 市場内 取得

令和4年9月6日 普通株券 7,300 0.00 市場内 処分

令和4年9月6日 普通株券 700 0.00 市場外 取得 4,936

令和4年9月6日 普通株券 648,812 0.17 市場外 取得 貸借

令和4年9月6日 普通株券 19,600 0.01 市場外 処分 4,952

令和4年9月6日 普通株券 616,406 0.16 市場外 処分 貸借

令和4年9月7日 普通株券 1,300 0.00 市場内 取得
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令和4年9月7日 普通株券 2,400 0.00 市場内 処分

令和4年9月7日 普通株券 1,839 0.00 市場外 取得 4,959

令和4年9月7日 普通株券 614,006 0.16 市場外 取得 貸借

令和4年9月7日 普通株券 15,892 0.00 市場外 処分 4,957

令和4年9月7日 普通株券 616,406 0.16 市場外 処分 貸借

令和4年9月8日 普通株券 82,100 0.02 市場内 取得

令和4年9月8日 普通株券 3,000 0.00 市場内 処分

令和4年9月8日 普通株券 2,100 0.00 市場外 取得 5,013

令和4年9月8日 普通株券 470,006 0.12 市場外 取得 貸借

令和4年9月8日 普通株券 34,500 0.01 市場外 処分 5,009

令和4年9月8日 普通株券 599,306 0.15 市場外 処分 貸借

令和4年9月9日 普通株券 39,100 0.01 市場内 取得

令和4年9月9日 普通株券 11,400 0.00 市場内 処分

令和4年9月9日 普通株券 89,200 0.02 市場外 取得 4,733

令和4年9月9日 普通株券 417,906 0.11 市場外 取得 貸借

令和4年9月9日 普通株券 17,900 0.00 市場外 処分 4,994

令和4年9月9日 普通株券 469,406 0.12 市場外 処分 貸借

令和4年9月9日 普通株券 85,000 0.02 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 37,300 0.01 市場内 取得

令和4年9月12日 普通株券 12,100 0.00 市場内 処分

令和4年9月12日 普通株券 3,200 0.00 市場外 取得 5,134

令和4年9月12日 普通株券 438,554 0.11 市場外 取得 貸借

令和4年9月12日 普通株券 4,400 0.00 市場外 処分 5,102

令和4年9月12日 普通株券 445,180 0.11 市場外 処分 貸借

令和4年9月13日 普通株券 4,300 0.00 市場内 取得

令和4年9月13日 普通株券 4,200 0.00 市場内 処分

令和4年9月13日 普通株券 1,300 0.00 市場外 取得 5,145

令和4年9月13日 普通株券 419,406 0.11 市場外 取得 貸借

令和4年9月13日 普通株券 2,700 0.00 市場外 処分 5,232

令和4年9月13日 普通株券 443,580 0.11 市場外 処分 貸借

令和4年9月14日 普通株券 14,700 0.00 市場内 取得

令和4年9月14日 普通株券 5,700 0.00 市場内 処分

令和4年9月14日 普通株券 6,400 0.00 市場外 取得 5,088

令和4年9月14日 普通株券 503,706 0.13 市場外 取得 貸借

令和4年9月14日 普通株券 4,300 0.00 市場外 処分 5,073
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令和4年9月14日 普通株券 419,406 0.11 市場外 処分 貸借

令和4年9月15日 普通株券 1,100 0.00 市場内 取得

令和4年9月15日 普通株券 30,600 0.01 市場内 処分

令和4年9月15日 普通株券 84,906 0.02 市場外 取得 貸借

令和4年9月15日 普通株券 407,106 0.10 市場外 処分 貸借

令和4年9月16日 普通株券 700 0.00 市場内 取得

令和4年9月16日 普通株券 71,800 0.02 市場内 処分

令和4年9月16日 普通株券 112 0.00 市場外 取得 4,987

令和4年9月16日 普通株券 209,780 0.05 市場外 取得 貸借

令和4年9月16日 普通株券 2,580 0.00 市場外 処分 4,970

令和4年9月16日 普通株券 193,580 0.05 市場外 処分 貸借

令和4年9月20日 普通株券 1,100 0.00 市場内 取得

令和4年9月20日 普通株券 141,800 0.04 市場内 処分

令和4年9月20日 普通株券 1,060 0.00 市場外 取得 5,106

令和4年9月20日 普通株券 74,000 0.02 市場外 取得 貸借

令和4年9月20日 普通株券 13,900 0.00 市場外 処分 5,107

令和4年9月20日 普通株券 453,106 0.12 市場外 処分 貸借

令和4年9月21日 普通株券 900 0.00 市場内 取得

令和4年9月21日 普通株券 137,500 0.04 市場内 処分

令和4年9月21日 普通株券 417,200 0.11 市場外 取得 4,970

令和4年9月21日 普通株券 328,616 0.08 市場外 取得 貸借

令和4年9月21日 普通株券 177,900 0.05 市場外 処分 4,969

令和4年9月21日 普通株券 367,568 0.09 市場外 処分 貸借

令和4年9月22日 普通株券 2,200 0.00 市場内 取得

令和4年9月22日 普通株券 119,900 0.03 市場内 処分

令和4年9月22日 普通株券 30,300 0.01 市場外 取得 4,920

令和4年9月22日 普通株券 462,928 0.12 市場外 取得 貸借

令和4年9月22日 普通株券 14,100 0.00 市場外 処分 4,924

令和4年9月22日 普通株券 329,688 0.08 市場外 処分 貸借

令和4年9月26日 普通株券 2,200 0.00 市場内 取得

令和4年9月26日 普通株券 74,200 0.02 市場内 処分

令和4年9月26日 普通株券 9,900 0.00 市場外 取得 4,684

令和4年9月26日 普通株券 201,988 0.05 市場外 取得 貸借

令和4年9月26日 普通株券 59,400 0.02 市場外 処分 4,706

令和4年9月26日 普通株券 323,188 0.08 市場外 処分 貸借
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令和4年9月27日 普通株券 6,200 0.00 市場内 取得

令和4年9月27日 普通株券 28,100 0.01 市場内 処分

令和4年9月27日 普通株券 1,016 0.00 市場外 取得 4,753

令和4年9月27日 普通株券 433,588 0.11 市場外 取得 貸借

令和4年9月27日 普通株券 43,000 0.01 市場外 処分 4,750

令和4年9月27日 普通株券 290,588 0.07 市場外 処分 貸借

令和4年9月28日 普通株券 85,500 0.02 市場内 取得

令和4年9月28日 普通株券 40,500 0.01 市場内 処分

令和4年9月28日 普通株券 7,775 0.00 市場外 取得 4,596

令和4年9月28日 普通株券 549,988 0.14 市場外 取得 貸借

令和4年9月28日 普通株券 36,086 0.01 市場外 処分 4,572

令和4年9月28日 普通株券 472,188 0.12 市場外 処分 貸借

令和4年9月29日 普通株券 108,400 0.03 市場内 取得

令和4年9月29日 普通株券 6,200 0.00 市場内 処分

令和4年9月29日 普通株券 61,500 0.02 市場外 取得 4,548

令和4年9月29日 普通株券 461,772 0.12 市場外 取得 貸借

令和4年9月29日 普通株券 14,800 0.00 市場外 処分 4,546

令和4年9月29日 普通株券 407,188 0.10 市場外 処分 貸借

令和4年9月30日 普通株券 6,200 0.00 市場内 取得

令和4年9月30日 普通株券 64,300 0.02 市場内 処分

令和4年9月30日 普通株券 500 0.00 市場外 取得 4,469

令和4年9月30日 普通株券 199,606 0.05 市場外 取得 貸借

令和4年9月30日 普通株券 8,600 0.00 市場外 処分 4,435

令和4年9月30日 普通株券 332,372 0.09 市場外 処分 貸借

令和4年10月3日 普通株券 600 0.00 市場内 取得

令和4年10月3日 普通株券 13,600 0.00 市場内 処分

令和4年10月3日 普通株券 36,500 0.01 市場外 取得 4,579

令和4年10月3日 普通株券 99,506 0.03 市場外 取得 貸借

令和4年10月3日 普通株券 10,834 0.00 市場外 処分 4,550

令和4年10月3日 普通株券 248,406 0.06 市場外 処分 貸借

令和4年10月4日 普通株券 7,200 0.00 市場内 取得

令和4年10月4日 普通株券 4,800 0.00 市場内 処分

令和4年10月4日 普通株券 26,000 0.01 市場外 取得 4,715

令和4年10月4日 普通株券 393,260 0.10 市場外 取得 貸借

令和4年10月4日 普通株券 20,500 0.01 市場外 処分 4,722
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令和4年10月4日 普通株券 327,083 0.08 市場外 処分 貸借

令和4年10月5日 普通株券 9,400 0.00 市場内 取得

令和4年10月5日 普通株券 5,700 0.00 市場内 処分

令和4年10月5日 普通株券 12,600 0.00 市場外 取得 4,763

令和4年10月5日 普通株券 233,717 0.06 市場外 取得 貸借

令和4年10月5日 普通株券 2,200 0.00 市場外 処分 4,780

令和4年10月5日 普通株券 246,383 0.06 市場外 処分 貸借

令和4年10月6日 普通株券 24,500 0.01 市場内 取得

令和4年10月6日 普通株券 5,500 0.00 市場内 処分

令和4年10月6日 普通株券 13,571 0.00 市場外 取得 4,869

令和4年10月6日 普通株券 226,117 0.06 市場外 取得 貸借

令和4年10月6日 普通株券 27,300 0.01 市場外 処分 4,854

令和4年10月6日 普通株券 233,717 0.06 市場外 処分 貸借

令和4年10月7日 普通株券 50,200 0.01 市場内 処分

令和4年10月7日 普通株券 2,600 0.00 市場外 取得 4,772

令和4年10月7日 普通株券 211,817 0.05 市場外 取得 貸借

令和4年10月7日 普通株券 6,000 0.00 市場外 処分 4,762

令和4年10月7日 普通株券 226,117 0.06 市場外 処分 貸借

令和4年10月11日 普通株券 1,200 0.00 市場内 取得

令和4年10月11日 普通株券 146,800 0.04 市場内 処分

令和4年10月11日 普通株券 341,800 0.09 市場外 取得 4,552

令和4年10月11日 普通株券 218,509 0.06 市場外 取得 貸借

令和4年10月11日 普通株券 19,392 0.00 市場外 処分 4,561

令和4年10月11日 普通株券 211,817 0.05 市場外 処分 貸借

令和4年10月12日 普通株券 1,200 0.00 市場内 取得

令和4年10月12日 普通株券 48,400 0.01 市場内 処分

令和4年10月12日 普通株券 13,362 0.00 市場外 取得 4,504

令和4年10月12日 普通株券 313,746 0.08 市場外 取得 貸借

令和4年10月12日 普通株券 12,800 0.00 市場外 処分 4,498

令和4年10月12日 普通株券 272,109 0.07 市場外 処分 貸借

令和4年10月13日 普通株券 200 0.00 市場内 取得

令和4年10月13日 普通株券 44,100 0.01 市場内 処分

令和4年10月13日 普通株券 400 0.00 市場外 取得 4,491

令和4年10月13日 普通株券 83,238 0.02 市場外 取得 貸借

令和4年10月13日 普通株券 12,100 0.00 市場外 処分 4,494
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令和4年10月13日 普通株券 260,146 0.07 市場外 処分 貸借

令和4年10月14日 普通株券 39,400 0.01 市場内 取得

令和4年10月14日 普通株券 38,100 0.01 市場内 処分

令和4年10月14日 普通株券 28,600 0.01 市場外 取得 4,720

令和4年10月14日 普通株券 188,477 0.05 市場外 取得 貸借

令和4年10月14日 普通株券 6,600 0.00 市場外 処分 4,713

令和4年10月14日 普通株券 141,839 0.04 市場外 処分 貸借

令和4年10月17日 普通株券 5,600 0.00 市場内 取得

令和4年10月17日 普通株券 400 0.00 市場内 処分

令和4年10月17日 普通株券 21,400 0.01 市場外 取得 4,687

令和4年10月17日 普通株券 241,076 0.06 市場外 取得 貸借

令和4年10月17日 普通株券 3,500 0.00 市場外 処分 4,689

令和4年10月17日 普通株券 185,476 0.05 市場外 処分 貸借

令和4年10月18日 普通株券 21,100 0.01 市場内 取得

令和4年10月18日 普通株券 7,200 0.00 市場内 処分

令和4年10月18日 普通株券 11,392 0.00 市場外 取得 4,727

令和4年10月18日 普通株券 177,876 0.05 市場外 取得 貸借

令和4年10月18日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 4,682

令和4年10月18日 普通株券 185,476 0.05 市場外 処分 貸借

令和4年10月19日 普通株券 4,700 0.00 市場内 取得

令和4年10月19日 普通株券 19,600 0.01 市場内 処分

令和4年10月19日 普通株券 44,600 0.01 市場外 取得 4,634

令和4年10月19日 普通株券 154,776 0.04 市場外 取得 貸借

令和4年10月19日 普通株券 149,400 0.04 市場外 処分 3,987

令和4年10月19日 普通株券 177,876 0.05 市場外 処分 貸借

令和4年10月20日 普通株券 42,500 0.01 市場内 取得

令和4年10月20日 普通株券 4,800 0.00 市場内 処分

令和4年10月20日 普通株券 19,500 0.01 市場外 取得 4,573

令和4年10月20日 普通株券 154,498 0.04 市場外 取得 貸借

令和4年10月20日 普通株券 7,400 0.00 市場外 処分 4,579

令和4年10月20日 普通株券 154,776 0.04 市場外 処分 貸借

令和4年10月21日 普通株券 4,400 0.00 市場内 取得

令和4年10月21日 普通株券 7,400 0.00 市場内 処分

令和4年10月21日 普通株券 9,000 0.00 市場外 取得 4,545

令和4年10月21日 普通株券 331,670 0.09 市場外 取得 貸借
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令和4年10月21日 普通株券 7,100 0.00 市場外 処分 4,568

令和4年10月21日 普通株券 243,084 0.06 市場外 処分 貸借

令和4年10月24日 普通株券 600 0.00 市場内 取得

令和4年10月24日 普通株券 10,600 0.00 市場内 処分

令和4年10月24日 普通株券 14,400 0.00 市場外 取得 4,623

令和4年10月24日 普通株券 193,284 0.05 市場外 取得 貸借

令和4年10月24日 普通株券 10,500 0.00 市場外 処分 4,630

令和4年10月24日 普通株券 243,084 0.06 市場外 処分 貸借

令和4年10月25日 普通株券 1,200 0.00 市場内 取得

令和4年10月25日 普通株券 1,200 0.00 市場内 処分

令和4年10月25日 普通株券 1,555 0.00 市場外 取得 4,652

令和4年10月25日 普通株券 195,601 0.05 市場外 取得 貸借

令和4年10月25日 普通株券 1,200 0.00 市場外 処分 4,660

令和4年10月25日 普通株券 194,398 0.05 市場外 処分 貸借

令和4年10月26日 普通株券 2,400 0.00 市場内 取得

令和4年10月26日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和4年10月26日 普通株券 10,000 0.00 市場外 取得 4,637

令和4年10月26日 普通株券 206,570 0.05 市場外 取得 貸借

令和4年10月26日 普通株券 138,600 0.04 市場外 処分 4,245

令和4年10月26日 普通株券 200,573 0.05 市場外 処分 貸借

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

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

から200,484株、個人から35,200株 借入れている。

消費貸借契約により、機関投資家へ468,900株 貸出している。

共同保有者からはずれます。

（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） 538,127

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） 538,127

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）
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③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

２【提出者（大量保有者）／２】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人(株式会社)

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

ＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ）

住所又は本店所在地 1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 昭和56年3月12日

代表者氏名 Jonathan Lewis

代表者役職 Chief Executive Officer

事業内容 証券業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 野村證券株式会社　取引コンプライアンス部　法人情報管理課　來山　晃士

電話番号 ０３（６７４６）６０５６

（２）【保有目的】

証券業務に係わる商品在庫として保有している。

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし。

（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） 463,906

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H
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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 463,906 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 0

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 463,906

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10月26日現在）
V 388,771,977

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（％）
0.20

（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29日 普通株券 303,300 0.08 市場内 取得

令和4年8月29日 普通株券 295,000 0.08 市場内 処分

令和4年8月29日 普通株券 160,900 0.04 市場外 取得 4,852

令和4年8月29日 普通株券 116,400 0.03 市場外 処分 4,853

令和4年8月29日 普通株券 2,200 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年8月30日 普通株券 136,900 0.04 市場内 取得

令和4年8月30日 普通株券 124,400 0.03 市場内 処分

令和4年8月30日 普通株券 85,900 0.02 市場外 取得 4,896

令和4年8月30日 普通株券 1,700 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年8月30日 普通株券 62,700 0.02 市場外 処分 4,897

令和4年8月31日 普通株券 237,700 0.06 市場内 取得

EDINET提出書類

野村アセットマネジメント株式会社(E06485)

変更報告書

12/24



令和4年8月31日 普通株券 322,700 0.08 市場内 処分

令和4年8月31日 普通株券 98,600 0.03 市場外 取得 4,898

令和4年8月31日 普通株券 74,200 0.02 市場外 処分 4,894

令和4年8月31日 普通株券 1,900 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年9月1日 普通株券 223,300 0.06 市場内 取得

令和4年9月1日 普通株券 257,900 0.07 市場内 処分

令和4年9月1日 普通株券 147,800 0.04 市場外 取得 4,781

令和4年9月1日 普通株券 2,100 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年9月1日 普通株券 77,600 0.02 市場外 処分 4,785

令和4年9月2日 普通株券 320,800 0.08 市場内 取得

令和4年9月2日 普通株券 341,400 0.09 市場内 処分

令和4年9月2日 普通株券 148,500 0.04 市場外 取得 4,784

令和4年9月2日 普通株券 131,900 0.03 市場外 処分 4,786

令和4年9月5日 普通株券 189,400 0.05 市場内 取得

令和4年9月5日 普通株券 256,400 0.07 市場内 処分

令和4年9月5日 普通株券 120,000 0.03 市場外 取得 4,832

令和4年9月5日 普通株券 73,300 0.02 市場外 処分 4,849

令和4年9月6日 普通株券 295,700 0.08 市場内 取得

令和4年9月6日 普通株券 377,700 0.10 市場内 処分

令和4年9月6日 普通株券 263,400 0.07 市場外 取得 4,932

令和4年9月6日 普通株券 311,100 0.08 市場外 処分 4,933

令和4年9月7日 普通株券 267,500 0.07 市場内 取得

令和4年9月7日 普通株券 275,500 0.07 市場内 処分

令和4年9月7日 普通株券 104,300 0.03 市場外 取得 4,955

令和4年9月7日 普通株券 2,900 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年9月7日 普通株券 166,600 0.04 市場外 処分 4,956

令和4年9月8日 普通株券 153,200 0.04 市場内 取得

令和4年9月8日 普通株券 269,800 0.07 市場内 処分

令和4年9月8日 普通株券 285,900 0.07 市場外 取得 5,005

令和4年9月8日 普通株券 7,539 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年9月8日 普通株券 122,800 0.03 市場外 処分 5,009

令和4年9月9日 普通株券 301,000 0.08 市場内 取得

令和4年9月9日 普通株券 346,200 0.09 市場内 処分

令和4年9月9日 普通株券 83,300 0.02 市場外 取得 5,005

令和4年9月9日 普通株券 2,800 0.00 市場外 取得 貸借
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令和4年9月9日 普通株券 68,200 0.02 市場外 処分 5,005

令和4年9月9日 普通株券 7,339 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年9月12日 普通株券 160,600 0.04 市場内 取得

令和4年9月12日 普通株券 191,800 0.05 市場内 処分

令和4年9月12日 普通株券 107,700 0.03 市場外 取得 5,124

令和4年9月12日 普通株券 105,600 0.03 市場外 処分 5,129

令和4年9月12日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年9月13日 普通株券 603,100 0.16 市場内 取得

令和4年9月13日 普通株券 697,100 0.18 市場内 処分

令和4年9月13日 普通株券 167,200 0.04 市場外 取得 5,237

令和4年9月13日 普通株券 1,400 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年9月13日 普通株券 375,700 0.10 市場外 処分 5,250

令和4年9月14日 普通株券 286,200 0.07 市場内 取得

令和4年9月14日 普通株券 290,000 0.07 市場内 処分

令和4年9月14日 普通株券 222,600 0.06 市場外 取得 5,066

令和4年9月14日 普通株券 169,400 0.04 市場外 処分 5,080

令和4年9月14日 普通株券 1,800 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年9月15日 普通株券 186,800 0.05 市場内 取得

令和4年9月15日 普通株券 186,500 0.05 市場内 処分

令和4年9月15日 普通株券 82,400 0.02 市場外 取得 5,096

令和4年9月15日 普通株券 100,200 0.03 市場外 処分 5,091

令和4年9月15日 普通株券 1,600 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年9月16日 普通株券 246,700 0.06 市場内 取得

令和4年9月16日 普通株券 273,700 0.07 市場内 処分

令和4年9月16日 普通株券 277,100 0.07 市場外 取得 4,976

令和4年9月16日 普通株券 161,600 0.04 市場外 処分 4,970

令和4年9月16日 普通株券 600 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年9月20日 普通株券 264,000 0.07 市場内 取得

令和4年9月20日 普通株券 254,500 0.07 市場内 処分

令和4年9月20日 普通株券 192,500 0.05 市場外 取得 5,118

令和4年9月20日 普通株券 28,420 0.01 市場外 取得 貸借

令和4年9月20日 普通株券 121,000 0.03 市場外 処分 5,125

令和4年9月21日 普通株券 273,900 0.07 市場内 取得

令和4年9月21日 普通株券 287,300 0.07 市場内 処分

令和4年9月21日 普通株券 59,800 0.02 市場外 取得 4,975
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令和4年9月21日 普通株券 74,200 0.02 市場外 処分 4,971

令和4年9月21日 普通株券 28,420 0.01 市場外 処分 貸借

令和4年9月22日 普通株券 153,600 0.04 市場内 取得

令和4年9月22日 普通株券 169,100 0.04 市場内 処分

令和4年9月22日 普通株券 125,600 0.03 市場外 取得 4,925

令和4年9月22日 普通株券 10,100 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年9月22日 普通株券 73,900 0.02 市場外 処分 4,929

令和4年9月22日 普通株券 1,700 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年9月26日 普通株券 466,100 0.12 市場内 取得

令和4年9月26日 普通株券 418,400 0.11 市場内 処分

令和4年9月26日 普通株券 218,100 0.06 市場外 取得 4,692

令和4年9月26日 普通株券 132,700 0.03 市場外 処分 4,696

令和4年9月26日 普通株券 10,100 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年9月27日 普通株券 287,500 0.07 市場内 取得

令和4年9月27日 普通株券 228,300 0.06 市場内 処分

令和4年9月27日 普通株券 58,200 0.01 市場外 取得 4,759

令和4年9月27日 普通株券 203,200 0.05 市場外 処分 4,757

令和4年9月27日 普通株券 1,800 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年9月28日 普通株券 368,900 0.09 市場内 取得

令和4年9月28日 普通株券 358,800 0.09 市場内 処分

令和4年9月28日 普通株券 206,700 0.05 市場外 取得 4,604

令和4年9月28日 普通株券 342,500 0.09 市場外 処分 4,615

令和4年9月28日 普通株券 3,200 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年9月29日 普通株券 347,800 0.09 市場内 取得

令和4年9月29日 普通株券 465,800 0.12 市場内 処分

令和4年9月29日 普通株券 134,600 0.03 市場外 取得 4,549

令和4年9月29日 普通株券 4,800 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年9月29日 普通株券 110,100 0.03 市場外 処分 4,546

令和4年9月29日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年9月30日 普通株券 474,800 0.12 市場内 取得

令和4年9月30日 普通株券 324,500 0.08 市場内 処分

令和4年9月30日 普通株券 132,900 0.03 市場外 取得 4,429

令和4年9月30日 普通株券 94,700 0.02 市場外 処分 4,432

令和4年9月30日 普通株券 9,200 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年10月3日 普通株券 266,000 0.07 市場内 取得

EDINET提出書類

野村アセットマネジメント株式会社(E06485)

変更報告書

15/24



令和4年10月3日 普通株券 291,400 0.07 市場内 処分

令和4年10月3日 普通株券 104,400 0.03 市場外 取得 4,526

令和4年10月3日 普通株券 104,600 0.03 市場外 処分 4,536

令和4年10月4日 普通株券 341,800 0.09 市場内 取得

令和4年10月4日 普通株券 205,200 0.05 市場内 処分

令和4年10月4日 普通株券 83,600 0.02 市場外 取得 4,701

令和4年10月4日 普通株券 203,600 0.05 市場外 処分 4,705

令和4年10月5日 普通株券 369,700 0.10 市場内 取得

令和4年10月5日 普通株券 287,800 0.07 市場内 処分

令和4年10月5日 普通株券 93,500 0.02 市場外 取得 4,765

令和4年10月5日 普通株券 3,500 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年10月5日 普通株券 72,200 0.02 市場外 処分 4,766

令和4年10月6日 普通株券 269,500 0.07 市場内 取得

令和4年10月6日 普通株券 244,200 0.06 市場内 処分

令和4年10月6日 普通株券 97,200 0.03 市場外 取得 4,859

令和4年10月6日 普通株券 139,800 0.04 市場外 処分 4,860

令和4年10月6日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年10月7日 普通株券 192,800 0.05 市場内 取得

令和4年10月7日 普通株券 201,900 0.05 市場内 処分

令和4年10月7日 普通株券 111,100 0.03 市場外 取得 4,765

令和4年10月7日 普通株券 2,000 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年10月7日 普通株券 90,200 0.02 市場外 処分 4,767

令和4年10月11日 普通株券 281,200 0.07 市場内 取得

令和4年10月11日 普通株券 225,300 0.06 市場内 処分

令和4年10月11日 普通株券 117,000 0.03 市場外 取得 4,570

令和4年10月11日 普通株券 115,700 0.03 市場外 処分 4,570

令和4年10月11日 普通株券 4,000 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年10月12日 普通株券 163,800 0.04 市場内 取得

令和4年10月12日 普通株券 182,400 0.05 市場内 処分

令和4年10月12日 普通株券 66,300 0.02 市場外 取得 4,505

令和4年10月12日 普通株券 1,600 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年10月12日 普通株券 66,300 0.02 市場外 処分 4,507

令和4年10月12日 普通株券 900 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年10月13日 普通株券 165,700 0.04 市場内 取得

令和4年10月13日 普通株券 182,200 0.05 市場内 処分
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令和4年10月13日 普通株券 204,500 0.05 市場外 取得 4,491

令和4年10月13日 普通株券 97,500 0.03 市場外 処分 4,492

令和4年10月13日 普通株券 3,400 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年10月14日 普通株券 319,200 0.08 市場内 取得

令和4年10月14日 普通株券 411,900 0.11 市場内 処分

令和4年10月14日 普通株券 154,100 0.04 市場外 取得 4,707

令和4年10月14日 普通株券 3,600 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年10月14日 普通株券 224,000 0.06 市場外 処分 4,707

令和4年10月14日 普通株券 1,700 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年10月17日 普通株券 170,900 0.04 市場内 取得

令和4年10月17日 普通株券 179,600 0.05 市場内 処分

令和4年10月17日 普通株券 214,300 0.06 市場外 取得 4,685

令和4年10月17日 普通株券 9,900 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年10月17日 普通株券 141,300 0.04 市場外 処分 4,685

令和4年10月17日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年10月18日 普通株券 171,800 0.04 市場内 取得

令和4年10月18日 普通株券 182,300 0.05 市場内 処分

令和4年10月18日 普通株券 128,300 0.03 市場外 取得 4,716

令和4年10月18日 普通株券 98,700 0.03 市場外 処分 4,718

令和4年10月18日 普通株券 6,800 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年10月19日 普通株券 192,400 0.05 市場内 取得

令和4年10月19日 普通株券 180,500 0.05 市場内 処分

令和4年10月19日 普通株券 275,800 0.07 市場外 取得 4,288

令和4年10月19日 普通株券 208,600 0.05 市場外 処分 4,175

令和4年10月19日 普通株券 1,900 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年10月19日 普通株券 147,000 0.04 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和4年10月20日 普通株券 208,500 0.05 市場内 取得

令和4年10月20日 普通株券 152,200 0.04 市場内 処分

令和4年10月20日 普通株券 100,600 0.03 市場外 取得 4,579

令和4年10月20日 普通株券 64,600 0.02 市場外 処分 4,579

令和4年10月21日 普通株券 226,100 0.06 市場内 取得

令和4年10月21日 普通株券 172,700 0.04 市場内 処分

令和4年10月21日 普通株券 78,000 0.02 市場外 取得 4,560

令和4年10月21日 普通株券 3,800 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年10月21日 普通株券 103,200 0.03 市場外 処分 4,562
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令和4年10月24日 普通株券 134,400 0.03 市場内 取得

令和4年10月24日 普通株券 160,800 0.04 市場内 処分

令和4年10月24日 普通株券 88,400 0.02 市場外 取得 4,630

令和4年10月24日 普通株券 131,100 0.03 市場外 処分 4,628

令和4年10月24日 普通株券 700 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年10月25日 普通株券 183,700 0.05 市場内 取得

令和4年10月25日 普通株券 224,600 0.06 市場内 処分

令和4年10月25日 普通株券 81,700 0.02 市場外 取得 4,654

令和4年10月25日 普通株券 83,700 0.02 市場外 処分 4,654

令和4年10月26日 普通株券 183,800 0.05 市場内 取得

令和4年10月26日 普通株券 197,100 0.05 市場内 処分

令和4年10月26日 普通株券 241,300 0.06 市場外 取得 4,422

令和4年10月26日 普通株券 1,400 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年10月26日 普通株券 293,400 0.08 市場外 処分 4,466

令和4年10月26日 普通株券 1,900 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年10月26日 普通株券 138,000 0.04 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

担保差入:368,523株

消費貸借契約により、機関投資家等から232,200株 借入れている。

消費貸借契約により、野村證券株式会社へ200,484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） 1,076,003

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） 1,076,003

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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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　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） 42,303,000

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
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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 42,303,000

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 42,303,000

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10月26日現在）
V 388,771,977

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
10.88

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
11.80

（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29日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和4年8月29日 普通株券 400 0.00 市場外 取得 5,010

令和4年8月29日 普通株券 800 0.00 市場外 処分 4,863

令和4年8月30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 7,100 0.00 市場外 取得 4,913

令和4年8月30日 普通株券 8,400 0.00 市場外 処分 4,899

令和4年8月31日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 4,885

令和4年9月1日 普通株券 22,100 0.01 市場外 取得 4,856

令和4年9月2日 普通株券 25,600 0.01 市場外 取得 4,792

令和4年9月2日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 4,795

令和4年9月5日 普通株券 11,700 0.00 市場外 取得 4,801

令和4年9月5日 普通株券 114,000 0.03 市場外 処分 4,800

令和4年9月6日 普通株券 10,300 0.00 市場外 取得 4,873
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令和4年9月6日 普通株券 700 0.00 市場外 処分 4,919

令和4年9月8日 普通株券 15,000 0.00 市場外 取得 4,977

令和4年9月8日 普通株券 26,000 0.01 市場外 処分 4,956

令和4年9月9日 普通株券 2,600 0.00 市場外 取得 5,010

令和4年9月13日 普通株券 102,000 0.03 市場外 取得 5,090

令和4年9月14日 普通株券 600 0.00 市場外 処分 5,099

令和4年9月15日 普通株券 60,200 0.02 市場外 取得 5,080

令和4年9月15日 普通株券 3,500 0.00 市場外 処分 5,100

令和4年9月16日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 5,063

令和4年9月16日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 5,100

令和4年9月20日 普通株券 81,900 0.02 市場外 処分 4,965

令和4年9月21日 普通株券 5,300 0.00 市場外 取得 5,100

令和4年9月21日 普通株券 21,000 0.01 市場外 処分 5,100

令和4年9月22日 普通株券 34,200 0.01 市場外 取得 4,965

令和4年9月22日 普通株券 3,000 0.00 市場外 処分 4,920

令和4年9月26日 普通株券 18,800 0.00 市場外 取得 4,889

令和4年9月26日 普通株券 600 0.00 市場外 処分 4,720

令和4年9月27日 普通株券 59,000 0.02 市場外 取得 4,690

令和4年9月27日 普通株券 600 0.00 市場外 処分 4,680

令和4年9月28日 普通株券 2,700 0.00 市場内 取得

令和4年9月28日 普通株券 38,100 0.01 市場外 取得 4,747

令和4年9月28日 普通株券 279,100 0.07 市場外 処分 4,567

令和4年9月29日 普通株券 200 0.00 市場内 処分

令和4年9月29日 普通株券 18,100 0.00 市場外 取得 4,533

令和4年9月29日 普通株券 474,000 0.12 市場外 処分 4,520

令和4年9月30日 普通株券 800 0.00 市場内 取得

令和4年9月30日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 4,441

令和4年9月30日 普通株券 700 0.00 市場外 処分 4,455

令和4年10月3日 普通株券 600 0.00 市場内 取得

令和4年10月3日 普通株券 3,600 0.00 市場外 取得 4,470

令和4年10月4日 普通株券 2,600 0.00 市場内 取得

令和4年10月4日 普通株券 16,500 0.00 市場外 取得 4,675

令和4年10月4日 普通株券 2,500 0.00 市場外 処分 4,589

令和4年10月5日 普通株券 1,000 0.00 市場内 取得

令和4年10月5日 普通株券 1,400 0.00 市場内 処分

EDINET提出書類

野村アセットマネジメント株式会社(E06485)

変更報告書

21/24



令和4年10月5日 普通株券 12,600 0.00 市場外 取得 4,752

令和4年10月5日 普通株券 3,100 0.00 市場外 処分 4,735

令和4年10月6日 普通株券 12,500 0.00 市場内 取得

令和4年10月6日 普通株券 1,800 0.00 市場外 取得 4,870

令和4年10月6日 普通株券 4,600 0.00 市場外 処分 4,760

令和4年10月7日 普通株券 3,300 0.00 市場内 取得

令和4年10月7日 普通株券 1,200 0.00 市場内 処分

令和4年10月7日 普通株券 40,300 0.01 市場外 取得 4,827

令和4年10月7日 普通株券 900 0.00 市場外 処分 4,777

令和4年10月11日 普通株券 1,000 0.00 市場外 処分 4,563

令和4年10月12日 普通株券 500 0.00 市場外 取得 4,550

令和4年10月12日 普通株券 387,300 0.10 市場外 処分 4,550

令和4年10月13日 普通株券 9,200 0.00 市場外 取得 4,505

令和4年10月13日 普通株券 19,500 0.01 市場外 処分 4,505

令和4年10月14日 普通株券 300 0.00 市場内 取得

令和4年10月14日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 4,715

令和4年10月14日 普通株券 14,300 0.00 市場外 処分 4,495

令和4年10月14日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年10月17日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和4年10月17日 普通株券 3,500 0.00 市場外 取得 4,690

令和4年10月17日 普通株券 33,100 0.01 市場外 処分 4,710

令和4年10月18日 普通株券 15,000 0.00 市場外 処分 4,696

令和4年10月19日 普通株券 700 0.00 市場外 処分 4,640

令和4年10月20日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和4年10月20日 普通株券 5,100 0.00 市場外 取得 4,629

令和4年10月20日 普通株券 81,600 0.02 市場外 処分 4,602

令和4年10月21日 普通株券 300 0.00 市場内 処分

令和4年10月21日 普通株券 800 0.00 市場外 取得 4,556

令和4年10月21日 普通株券 2,600 0.00 市場外 処分 4,583

令和4年10月24日 普通株券 600 0.00 市場内 処分

令和4年10月24日 普通株券 2,500 0.00 市場外 処分 4,553

令和4年10月25日 普通株券 800 0.00 市場内 処分

令和4年10月25日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 4,605

令和4年10月25日 普通株券 3,300 0.00 市場外 処分 4,609

令和4年10月26日 普通株券 400 0.00 市場内 取得
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令和4年10月26日 普通株券 4,500 0.00 市場外 取得 4,690

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約により、シティグループ証券株式会社へ240,400株、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社へ64,800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） 132,155,453

上記（Y）の内訳 顧客資金

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 132,155,453

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

（２） 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） 463,906 42,303,000

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
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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 463,906 P Q 42,303,000

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S 0

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 42,766,906

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10月26日現在）
V 388,771,977

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
11.00

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
12.08

（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（％）

ノムラ　インターナショナル　ピーエル

シー（ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩ

ＯＮＡＬ　ＰＬＣ）

463,906 0.12

野村アセットマネジメント株式会社 42,303,000 10.88

合計 42,766,906 11.00
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