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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 太陽誘電株式会社

証券コード 6976

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） 361,961

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 361,961 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 361,961

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11月16日現在）
V 130,218,481

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（％）
0.45

（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9月20日 普通株券 3,300 0.00 市場内 取得

令和4年9月20日 普通株券 47,100 0.04 市場内 処分

令和4年9月20日 普通株券 5,200 0.00 市場外 取得 4,149

令和4年9月20日 普通株券 1,643,810 1.26 市場外 取得 貸借

令和4年9月20日 普通株券 4,000 0.00 市場外 処分 4,162

令和4年9月20日 普通株券 953,110 0.73 市場外 処分 貸借

令和4年9月21日 普通株券 1,700 0.00 市場内 取得

令和4年9月21日 普通株券 45,700 0.04 市場内 処分
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令和4年9月21日 普通株券 149,100 0.11 市場外 取得 4,075

令和4年9月21日 普通株券 985,104 0.76 市場外 取得 貸借

令和4年9月21日 普通株券 58,600 0.05 市場外 処分 4,075

令和4年9月21日 普通株券 969,107 0.74 市場外 処分 貸借

令和4年9月22日 普通株券 19,700 0.02 市場内 取得

令和4年9月22日 普通株券 39,000 0.03 市場内 処分

令和4年9月22日 普通株券 30,000 0.02 市場外 取得 4,000

令和4年9月22日 普通株券 1,054,307 0.81 市場外 取得 貸借

令和4年9月22日 普通株券 2,200 0.00 市場外 処分 3,983

令和4年9月22日 普通株券 1,011,707 0.78 市場外 処分 貸借

令和4年9月26日 普通株券 12,300 0.01 市場内 取得

令和4年9月26日 普通株券 23,200 0.02 市場内 処分

令和4年9月26日 普通株券 23,000 0.02 市場外 取得 3,820

令和4年9月26日 普通株券 965,307 0.74 市場外 取得 貸借

令和4年9月26日 普通株券 14,200 0.01 市場外 処分 3,845

令和4年9月26日 普通株券 1,011,707 0.78 市場外 処分 貸借

令和4年9月27日 普通株券 300 0.00 市場内 取得

令和4年9月27日 普通株券 11,500 0.01 市場内 処分

令和4年9月27日 普通株券 288 0.00 市場外 取得 3,836

令和4年9月27日 普通株券 995,807 0.76 市場外 取得 貸借

令和4年9月27日 普通株券 20,000 0.02 市場外 処分 3,832

令和4年9月27日 普通株券 1,004,407 0.77 市場外 処分 貸借

令和4年9月28日 普通株券 34,700 0.03 市場内 取得

令和4年9月28日 普通株券 4,500 0.00 市場内 処分

令和4年9月28日 普通株券 10,100 0.01 市場外 取得 3,775

令和4年9月28日 普通株券 960,907 0.74 市場外 取得 貸借

令和4年9月28日 普通株券 15,500 0.01 市場外 処分 3,781

令和4年9月28日 普通株券 958,807 0.74 市場外 処分 貸借

令和4年9月29日 普通株券 41,800 0.03 市場内 取得

令和4年9月29日 普通株券 4,700 0.00 市場内 処分

令和4年9月29日 普通株券 15,300 0.01 市場外 取得 3,780

令和4年9月29日 普通株券 1,023,951 0.79 市場外 取得 貸借

令和4年9月29日 普通株券 11,200 0.01 市場外 処分 3,769

令和4年9月29日 普通株券 1,014,979 0.78 市場外 処分 貸借

令和4年9月30日 普通株券 6,700 0.01 市場内 取得
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令和4年9月30日 普通株券 24,200 0.02 市場内 処分

令和4年9月30日 普通株券 3,900 0.00 市場外 取得 3,731

令和4年9月30日 普通株券 920,479 0.71 市場外 取得 貸借

令和4年9月30日 普通株券 6,000 0.00 市場外 処分 3,716

令和4年9月30日 普通株券 967,779 0.74 市場外 処分 貸借

令和4年10月3日 普通株券 300 0.00 市場内 取得

令和4年10月3日 普通株券 8,700 0.01 市場内 処分

令和4年10月3日 普通株券 12,100 0.01 市場外 取得 3,829

令和4年10月3日 普通株券 852,119 0.65 市場外 取得 貸借

令和4年10月3日 普通株券 15,800 0.01 市場外 処分 3,795

令和4年10月3日 普通株券 893,379 0.69 市場外 処分 貸借

令和4年10月4日 普通株券 12,400 0.01 市場内 取得

令和4年10月4日 普通株券 1,500 0.00 市場内 処分

令和4年10月4日 普通株券 10,100 0.01 市場外 取得 3,862

令和4年10月4日 普通株券 891,319 0.68 市場外 取得 貸借

令和4年10月4日 普通株券 7,300 0.01 市場外 処分 3,868

令和4年10月4日 普通株券 871,719 0.67 市場外 処分 貸借

令和4年10月5日 普通株券 2,900 0.00 市場内 取得

令和4年10月5日 普通株券 4,700 0.00 市場内 処分

令和4年10月5日 普通株券 2,100 0.00 市場外 取得 3,929

令和4年10月5日 普通株券 923,719 0.71 市場外 取得 貸借

令和4年10月5日 普通株券 7,400 0.01 市場外 処分 3,929

令和4年10月5日 普通株券 911,619 0.70 市場外 処分 貸借

令和4年10月6日 普通株券 6,900 0.01 市場内 取得

令和4年10月6日 普通株券 7,900 0.01 市場内 処分

令和4年10月6日 普通株券 884,179 0.68 市場外 取得 貸借

令和4年10月6日 普通株券 14,500 0.01 市場外 処分 3,969

令和4年10月6日 普通株券 897,719 0.69 市場外 処分 貸借

令和4年10月7日 普通株券 4,300 0.00 市場内 取得

令和4年10月7日 普通株券 16,300 0.01 市場内 処分

令和4年10月7日 普通株券 11,500 0.01 市場外 取得 3,909

令和4年10月7日 普通株券 853,579 0.66 市場外 取得 貸借

令和4年10月7日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 3,865

令和4年10月7日 普通株券 846,479 0.65 市場外 処分 貸借

令和4年10月11日 普通株券 6,200 0.00 市場内 取得
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令和4年10月11日 普通株券 40,800 0.03 市場内 処分

令和4年10月11日 普通株券 116,400 0.09 市場外 取得 3,764

令和4年10月11日 普通株券 887,159 0.68 市場外 取得 貸借

令和4年10月11日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 3,768

令和4年10月11日 普通株券 871,719 0.67 市場外 処分 貸借

令和4年10月12日 普通株券 6,700 0.01 市場内 取得

令和4年10月12日 普通株券 15,300 0.01 市場内 処分

令和4年10月12日 普通株券 15,900 0.01 市場外 取得 3,667

令和4年10月12日 普通株券 899,019 0.69 市場外 取得 貸借

令和4年10月12日 普通株券 2,000 0.00 市場外 処分 3,675

令和4年10月12日 普通株券 898,419 0.69 市場外 処分 貸借

令和4年10月13日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

令和4年10月13日 普通株券 19,200 0.01 市場内 処分

令和4年10月13日 普通株券 839,119 0.64 市場外 取得 貸借

令和4年10月13日 普通株券 3,600 0.00 市場外 処分 3,678

令和4年10月13日 普通株券 920,519 0.71 市場外 処分 貸借

令和4年10月14日 普通株券 11,100 0.01 市場内 取得

令和4年10月14日 普通株券 16,900 0.01 市場内 処分

令和4年10月14日 普通株券 900 0.00 市場外 取得 3,783

令和4年10月14日 普通株券 835,619 0.64 市場外 取得 貸借

令和4年10月14日 普通株券 14,600 0.01 市場外 処分 3,783

令和4年10月14日 普通株券 840,919 0.65 市場外 処分 貸借

令和4年10月17日 普通株券 3,500 0.00 市場内 取得

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 10,700 0.01 市場外 取得 3,756

令和4年10月17日 普通株券 867,819 0.67 市場外 取得 貸借

令和4年10月17日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 3,765

令和4年10月17日 普通株券 845,119 0.65 市場外 処分 貸借

令和4年10月18日 普通株券 7,400 0.01 市場内 取得

令和4年10月18日 普通株券 10,200 0.01 市場内 処分

令和4年10月18日 普通株券 1,800 0.00 市場外 取得 3,774

令和4年10月18日 普通株券 873,659 0.67 市場外 取得 貸借

令和4年10月18日 普通株券 9,300 0.01 市場外 処分 3,828

令和4年10月18日 普通株券 854,159 0.66 市場外 処分 貸借

令和4年10月19日 普通株券 1,300 0.00 市場内 取得
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令和4年10月19日 普通株券 6,500 0.00 市場内 処分

令和4年10月19日 普通株券 12,200 0.01 市場外 取得 3,814

令和4年10月19日 普通株券 840,779 0.65 市場外 取得 貸借

令和4年10月19日 普通株券 1,200 0.00 市場外 処分 3,829

令和4年10月19日 普通株券 854,419 0.66 市場外 処分 貸借

令和4年10月20日 普通株券 6,100 0.00 市場内 取得

令和4年10月20日 普通株券 5,500 0.00 市場内 処分

令和4年10月20日 普通株券 8,600 0.01 市場外 取得 3,794

令和4年10月20日 普通株券 853,259 0.66 市場外 取得 貸借

令和4年10月20日 普通株券 500 0.00 市場外 処分 3,790

令和4年10月20日 普通株券 842,919 0.65 市場外 処分 貸借

令和4年10月21日 普通株券 16,000 0.01 市場内 取得

令和4年10月21日 普通株券 10,500 0.01 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 3,800

令和4年10月21日 普通株券 876,219 0.67 市場外 取得 貸借

令和4年10月21日 普通株券 7,400 0.01 市場外 処分 3,800

令和4年10月21日 普通株券 877,619 0.67 市場外 処分 貸借

令和4年10月24日 普通株券 23,400 0.02 市場内 処分

令和4年10月24日 普通株券 861,859 0.66 市場外 取得 貸借

令和4年10月24日 普通株券 14,300 0.01 市場外 処分 3,871

令和4年10月24日 普通株券 875,059 0.67 市場外 処分 貸借

令和4年10月25日 普通株券 1,000 0.00 市場内 取得

令和4年10月25日 普通株券 17,700 0.01 市場内 処分

令和4年10月25日 普通株券 817 0.00 市場外 取得 3,951

令和4年10月25日 普通株券 859,219 0.66 市場外 取得 貸借

令和4年10月25日 普通株券 8,400 0.01 市場外 処分 3,951

令和4年10月25日 普通株券 858,119 0.66 市場外 処分 貸借

令和4年10月26日 普通株券 200 0.00 市場内 取得

令和4年10月26日 普通株券 1,900 0.00 市場内 処分

令和4年10月26日 普通株券 1,400 0.00 市場外 取得 3,980

令和4年10月26日 普通株券 873,519 0.67 市場外 取得 貸借

令和4年10月26日 普通株券 13,800 0.01 市場外 処分 3,978

令和4年10月26日 普通株券 835,819 0.64 市場外 処分 貸借

令和4年10月27日 普通株券 11,900 0.01 市場内 取得

令和4年10月27日 普通株券 10,200 0.01 市場内 処分
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令和4年10月27日 普通株券 4,100 0.00 市場外 取得 4,003

令和4年10月27日 普通株券 808,579 0.62 市場外 取得 貸借

令和4年10月27日 普通株券 1,500 0.00 市場外 処分 4,027

令和4年10月27日 普通株券 784,219 0.60 市場外 処分 貸借

令和4年10月28日 普通株券 2,400 0.00 市場内 取得

令和4年10月28日 普通株券 26,500 0.02 市場内 処分

令和4年10月28日 普通株券 59,000 0.05 市場外 取得 3,917

令和4年10月28日 普通株券 806,402 0.62 市場外 取得 貸借

令和4年10月28日 普通株券 24,712 0.02 市場外 処分 3,915

令和4年10月28日 普通株券 766,379 0.59 市場外 処分 貸借

令和4年10月31日 普通株券 6,200 0.00 市場内 取得

令和4年10月31日 普通株券 8,200 0.01 市場内 処分

令和4年10月31日 普通株券 12,100 0.01 市場外 取得 4,068

令和4年10月31日 普通株券 708,879 0.54 市場外 取得 貸借

令和4年10月31日 普通株券 45,000 0.03 市場外 処分 4,068

令和4年10月31日 普通株券 739,102 0.57 市場外 処分 貸借

令和4年11月1日 普通株券 6,000 0.00 市場内 取得

令和4年11月1日 普通株券 4,300 0.00 市場内 処分

令和4年11月1日 普通株券 16,400 0.01 市場外 取得 3,991

令和4年11月1日 普通株券 803,749 0.62 市場外 取得 貸借

令和4年11月1日 普通株券 3,100 0.00 市場外 処分 3,992

令和4年11月1日 普通株券 814,014 0.63 市場外 処分 貸借

令和4年11月2日 普通株券 4,900 0.00 市場内 取得

令和4年11月2日 普通株券 900 0.00 市場内 処分

令和4年11月2日 普通株券 2,700 0.00 市場外 取得 3,997

令和4年11月2日 普通株券 578,679 0.44 市場外 取得 貸借

令和4年11月2日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 3,988

令和4年11月2日 普通株券 737,214 0.57 市場外 処分 貸借

令和4年11月4日 普通株券 11,400 0.01 市場内 取得

令和4年11月4日 普通株券 4,600 0.00 市場内 処分

令和4年11月4日 普通株券 17,200 0.01 市場外 取得 3,855

令和4年11月4日 普通株券 563,614 0.43 市場外 取得 貸借

令和4年11月4日 普通株券 500 0.00 市場外 処分 3,857

令和4年11月4日 普通株券 578,679 0.44 市場外 処分 貸借

令和4年11月7日 普通株券 400 0.00 市場内 取得
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令和4年11月7日 普通株券 2,800 0.00 市場内 処分

令和4年11月7日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 3,964

令和4年11月7日 普通株券 566,314 0.43 市場外 取得 貸借

令和4年11月7日 普通株券 19,100 0.01 市場外 処分 3,974

令和4年11月7日 普通株券 530,014 0.41 市場外 処分 貸借

令和4年11月8日 普通株券 400 0.00 市場内 取得

令和4年11月8日 普通株券 5,800 0.00 市場内 処分

令和4年11月8日 普通株券 1,400 0.00 市場外 取得 4,104

令和4年11月8日 普通株券 506,114 0.39 市場外 取得 貸借

令和4年11月8日 普通株券 25,200 0.02 市場外 処分 4,116

令和4年11月8日 普通株券 551,714 0.42 市場外 処分 貸借

令和4年11月9日 普通株券 200 0.00 市場内 取得

令和4年11月9日 普通株券 7,800 0.01 市場内 処分

令和4年11月9日 普通株券 1,400 0.00 市場外 取得 4,343

令和4年11月9日 普通株券 634,844 0.49 市場外 取得 貸借

令和4年11月9日 普通株券 35,600 0.03 市場外 処分 4,322

令和4年11月9日 普通株券 570,479 0.44 市場外 処分 貸借

令和4年11月10日 普通株券 5,800 0.00 市場内 取得

令和4年11月10日 普通株券 500 0.00 市場内 処分

令和4年11月10日 普通株券 10,600 0.01 市場外 取得 4,227

令和4年11月10日 普通株券 536,979 0.41 市場外 取得 貸借

令和4年11月10日 普通株券 1,000 0.00 市場外 処分 4,221

令和4年11月10日 普通株券 570,479 0.44 市場外 処分 貸借

令和4年11月11日 普通株券 18,000 0.01 市場内 取得

令和4年11月11日 普通株券 36,500 0.03 市場内 処分

令和4年11月11日 普通株券 3,400 0.00 市場外 取得 4,517

令和4年11月11日 普通株券 508,079 0.39 市場外 取得 貸借

令和4年11月11日 普通株券 36,100 0.03 市場外 処分 4,523

令和4年11月11日 普通株券 466,279 0.36 市場外 処分 貸借

令和4年11月14日 普通株券 700 0.00 市場内 取得

令和4年11月14日 普通株券 4,800 0.00 市場内 処分

令和4年11月14日 普通株券 4,400 0.00 市場外 取得 4,576

令和4年11月14日 普通株券 237,879 0.18 市場外 取得 貸借

令和4年11月14日 普通株券 44,200 0.03 市場外 処分 4,549

令和4年11月14日 普通株券 423,879 0.33 市場外 処分 貸借
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令和4年11月15日 普通株券 4,100 0.00 市場内 取得

令和4年11月15日 普通株券 1,600 0.00 市場内 処分

令和4年11月15日 普通株券 5,300 0.00 市場外 取得 4,616

令和4年11月15日 普通株券 7,035 0.01 市場外 取得 貸借

令和4年11月15日 普通株券 8,600 0.01 市場外 処分 4,639

令和4年11月15日 普通株券 367,779 0.28 市場外 処分 貸借

令和4年11月16日 普通株券 900 0.00 市場内 取得

令和4年11月16日 普通株券 700 0.00 市場内 処分

令和4年11月16日 普通株券 1,900 0.00 市場外 取得 4,636

令和4年11月16日 普通株券 700 0.00 市場外 処分 4,643

令和4年11月16日 普通株券 7,035 0.01 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、野村アセットマネジメント株式会社から9,400株、機関投資家等から304,500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232,221株、機関投資家等へ128,200株 貸出している。

プットオプションを2,000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） 198,486

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） 198,486

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

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） -491,200

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 -491,200 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 0

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T -491,200

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11月16日現在）
V 130,218,481

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
-0.38

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.57

（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9月20日 普通株券 187,500 0.14 市場内 取得

令和4年9月20日 普通株券 168,800 0.13 市場内 処分

令和4年9月20日 普通株券 85,200 0.07 市場外 取得 4,172

令和4年9月20日 普通株券 58,100 0.04 市場外 処分 4,174

令和4年9月21日 普通株券 185,800 0.14 市場内 取得

令和4年9月21日 普通株券 306,100 0.24 市場内 処分

令和4年9月21日 普通株券 142,400 0.11 市場外 取得 4,081

令和4年9月21日 普通株券 79,000 0.06 市場外 処分 4,081

令和4年9月22日 普通株券 329,600 0.25 市場内 取得

令和4年9月22日 普通株券 259,500 0.20 市場内 処分

令和4年9月22日 普通株券 102,960 0.08 市場外 取得 4,018

令和4年9月22日 普通株券 102,760 0.08 市場外 処分 4,021

令和4年9月26日 普通株券 269,900 0.21 市場内 取得

令和4年9月26日 普通株券 346,200 0.27 市場内 処分

令和4年9月26日 普通株券 114,100 0.09 市場外 取得 3,840

令和4年9月26日 普通株券 128,000 0.10 市場外 処分 3,831

令和4年9月27日 普通株券 193,500 0.15 市場内 取得

令和4年9月27日 普通株券 194,500 0.15 市場内 処分

令和4年9月27日 普通株券 86,800 0.07 市場外 取得 3,857

令和4年9月27日 普通株券 84,100 0.06 市場外 処分 3,854
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令和4年9月28日 普通株券 252,100 0.19 市場内 取得

令和4年9月28日 普通株券 229,300 0.18 市場内 処分

令和4年9月28日 普通株券 85,000 0.07 市場外 取得 3,778

令和4年9月28日 普通株券 117,500 0.09 市場外 処分 3,786

令和4年9月29日 普通株券 183,800 0.14 市場内 取得

令和4年9月29日 普通株券 236,300 0.18 市場内 処分

令和4年9月29日 普通株券 72,500 0.06 市場外 取得 3,778

令和4年9月29日 普通株券 1,600 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年9月29日 普通株券 97,400 0.07 市場外 処分 3,779

令和4年9月30日 普通株券 196,200 0.15 市場内 取得

令和4年9月30日 普通株券 228,900 0.18 市場内 処分

令和4年9月30日 普通株券 82,400 0.06 市場外 取得 3,720

令和4年9月30日 普通株券 35,700 0.03 市場外 処分 3,723

令和4年9月30日 普通株券 1,600 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年10月3日 普通株券 234,900 0.18 市場内 取得

令和4年10月3日 普通株券 177,400 0.14 市場内 処分

令和4年10月3日 普通株券 55,400 0.04 市場外 取得 3,789

令和4年10月3日 普通株券 86,900 0.07 市場外 処分 3,797

令和4年10月4日 普通株券 188,000 0.14 市場内 取得

令和4年10月4日 普通株券 233,300 0.18 市場内 処分

令和4年10月4日 普通株券 99,600 0.08 市場外 取得 3,862

令和4年10月4日 普通株券 112,400 0.09 市場外 処分 3,864

令和4年10月5日 普通株券 202,700 0.16 市場内 取得

令和4年10月5日 普通株券 181,300 0.14 市場内 処分

令和4年10月5日 普通株券 65,300 0.05 市場外 取得 3,928

令和4年10月5日 普通株券 72,100 0.06 市場外 処分 3,928

令和4年10月6日 普通株券 170,400 0.13 市場内 取得

令和4年10月6日 普通株券 153,100 0.12 市場内 処分

令和4年10月6日 普通株券 93,560 0.07 市場外 取得 3,998

令和4年10月6日 普通株券 97,060 0.07 市場外 処分 3,999

令和4年10月7日 普通株券 203,300 0.16 市場内 取得

令和4年10月7日 普通株券 194,800 0.15 市場内 処分

令和4年10月7日 普通株券 66,800 0.05 市場外 取得 3,908

令和4年10月7日 普通株券 59,000 0.05 市場外 処分 3,908

令和4年10月11日 普通株券 185,500 0.14 市場内 取得
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令和4年10月11日 普通株券 214,100 0.16 市場内 処分

令和4年10月11日 普通株券 70,000 0.05 市場外 取得 3,761

令和4年10月11日 普通株券 3,200 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年10月11日 普通株券 69,900 0.05 市場外 処分 3,765

令和4年10月12日 普通株券 211,800 0.16 市場内 取得

令和4年10月12日 普通株券 224,100 0.17 市場内 処分

令和4年10月12日 普通株券 87,500 0.07 市場外 取得 3,671

令和4年10月12日 普通株券 66,400 0.05 市場外 処分 3,671

令和4年10月13日 普通株券 148,900 0.11 市場内 取得

令和4年10月13日 普通株券 146,200 0.11 市場内 処分

令和4年10月13日 普通株券 50,000 0.04 市場外 取得 3,682

令和4年10月13日 普通株券 75,600 0.06 市場外 処分 3,687

令和4年10月14日 普通株券 191,100 0.15 市場内 取得

令和4年10月14日 普通株券 179,200 0.14 市場内 処分

令和4年10月14日 普通株券 49,800 0.04 市場外 取得 3,776

令和4年10月14日 普通株券 2,300 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年10月14日 普通株券 53,300 0.04 市場外 処分 3,776

令和4年10月14日 普通株券 2,400 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年10月17日 普通株券 140,700 0.11 市場内 取得

令和4年10月17日 普通株券 149,600 0.11 市場内 処分

令和4年10月17日 普通株券 40,800 0.03 市場外 取得 3,747

令和4年10月17日 普通株券 2,400 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年10月17日 普通株券 41,400 0.03 市場外 処分 3,749

令和4年10月18日 普通株券 185,600 0.14 市場内 取得

令和4年10月18日 普通株券 205,900 0.16 市場内 処分

令和4年10月18日 普通株券 82,400 0.06 市場外 取得 3,803

令和4年10月18日 普通株券 58,500 0.04 市場外 処分 3,800

令和4年10月18日 普通株券 1,300 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年10月19日 普通株券 140,800 0.11 市場内 取得

令和4年10月19日 普通株券 116,800 0.09 市場内 処分

令和4年10月19日 普通株券 42,700 0.03 市場外 取得 3,827

令和4年10月19日 普通株券 56,900 0.04 市場外 処分 3,829

令和4年10月19日 普通株券 2,000 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年10月20日 普通株券 229,200 0.18 市場内 取得

令和4年10月20日 普通株券 233,200 0.18 市場内 処分
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令和4年10月20日 普通株券 64,660 0.05 市場外 取得 3,800

令和4年10月20日 普通株券 51,660 0.04 市場外 処分 3,822

令和4年10月20日 普通株券 1,400 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年10月21日 普通株券 138,900 0.11 市場内 取得

令和4年10月21日 普通株券 166,100 0.13 市場内 処分

令和4年10月21日 普通株券 38,700 0.03 市場外 取得 3,806

令和4年10月21日 普通株券 4,600 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年10月21日 普通株券 45,700 0.04 市場外 処分 3,807

令和4年10月24日 普通株券 258,900 0.20 市場内 取得

令和4年10月24日 普通株券 311,200 0.24 市場内 処分

令和4年10月24日 普通株券 75,700 0.06 市場外 取得 3,873

令和4年10月24日 普通株券 3,700 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年10月24日 普通株券 72,200 0.06 市場外 処分 3,874

令和4年10月25日 普通株券 154,500 0.12 市場内 取得

令和4年10月25日 普通株券 176,800 0.14 市場内 処分

令和4年10月25日 普通株券 86,200 0.07 市場外 取得 3,948

令和4年10月25日 普通株券 86,000 0.07 市場外 処分 3,949

令和4年10月26日 普通株券 368,200 0.28 市場内 取得

令和4年10月26日 普通株券 246,000 0.19 市場内 処分

令和4年10月26日 普通株券 134,400 0.10 市場外 取得 3,981

令和4年10月26日 普通株券 307,700 0.24 市場外 処分 3,986

令和4年10月27日 普通株券 246,100 0.19 市場内 取得

令和4年10月27日 普通株券 159,400 0.12 市場内 処分

令和4年10月27日 普通株券 101,500 0.08 市場外 取得 3,999

令和4年10月27日 普通株券 232,500 0.18 市場外 処分 4,024

令和4年10月28日 普通株券 229,700 0.18 市場内 取得

令和4年10月28日 普通株券 197,700 0.15 市場内 処分

令和4年10月28日 普通株券 160,100 0.12 市場外 取得 3,923

令和4年10月28日 普通株券 125,500 0.10 市場外 処分 3,923

令和4年10月28日 普通株券 1,300 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年10月31日 普通株券 353,800 0.27 市場内 取得

令和4年10月31日 普通株券 259,700 0.20 市場内 処分

令和4年10月31日 普通株券 126,000 0.10 市場外 取得 4,059

令和4年10月31日 普通株券 1,800 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年10月31日 普通株券 392,500 0.30 市場外 処分 4,056
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令和4年11月1日 普通株券 238,600 0.18 市場内 取得

令和4年11月1日 普通株券 265,500 0.20 市場内 処分

令和4年11月1日 普通株券 143,700 0.11 市場外 取得 3,987

令和4年11月1日 普通株券 151,000 0.12 市場外 処分 3,990

令和4年11月2日 普通株券 166,700 0.13 市場内 取得

令和4年11月2日 普通株券 225,200 0.17 市場内 処分

令和4年11月2日 普通株券 129,700 0.10 市場外 取得 4,001

令和4年11月2日 普通株券 22,000 0.02 市場外 取得 貸借

令和4年11月2日 普通株券 71,500 0.05 市場外 処分 4,001

令和4年11月4日 普通株券 252,500 0.19 市場内 取得

令和4年11月4日 普通株券 224,900 0.17 市場内 処分

令和4年11月4日 普通株券 108,900 0.08 市場外 取得 3,871

令和4年11月4日 普通株券 84,700 0.07 市場外 処分 3,880

令和4年11月4日 普通株券 17,000 0.01 市場外 処分 貸借

令和4年11月7日 普通株券 236,600 0.18 市場内 取得

令和4年11月7日 普通株券 246,300 0.19 市場内 処分

令和4年11月7日 普通株券 157,000 0.12 市場外 取得 3,959

令和4年11月7日 普通株券 153,100 0.12 市場外 処分 3,957

令和4年11月7日 普通株券 1,800 0.00 市場外 処分 貸借

令和4年11月8日 普通株券 722,000 0.55 市場内 取得

令和4年11月8日 普通株券 617,900 0.47 市場内 処分

令和4年11月8日 普通株券 244,100 0.19 市場外 取得 4,063

令和4年11月8日 普通株券 471,000 0.36 市場外 処分 4,089

令和4年11月8日 普通株券 6,900 0.01 市場外 処分 貸借

令和4年11月9日 普通株券 726,000 0.56 市場内 取得

令和4年11月9日 普通株券 603,600 0.46 市場内 処分

令和4年11月9日 普通株券 190,600 0.15 市場外 取得 4,310

令和4年11月9日 普通株券 386,000 0.30 市場外 処分 4,305

令和4年11月10日 普通株券 369,600 0.28 市場内 取得

令和4年11月10日 普通株券 324,400 0.25 市場内 処分

令和4年11月10日 普通株券 90,700 0.07 市場外 取得 4,222

令和4年11月10日 普通株券 334,000 0.26 市場外 処分 4,230

令和4年11月11日 普通株券 452,800 0.35 市場内 取得

令和4年11月11日 普通株券 530,100 0.41 市場内 処分

令和4年11月11日 普通株券 206,400 0.16 市場外 取得 4,514
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令和4年11月11日 普通株券 5,600 0.00 市場外 取得 貸借

令和4年11月11日 普通株券 448,600 0.34 市場外 処分 4,520

令和4年11月14日 普通株券 325,600 0.25 市場内 取得

令和4年11月14日 普通株券 349,400 0.27 市場内 処分

令和4年11月14日 普通株券 117,000 0.09 市場外 取得 4,574

令和4年11月14日 普通株券 7,600 0.01 市場外 取得 貸借

令和4年11月14日 普通株券 242,600 0.19 市場外 処分 4,584

令和4年11月15日 普通株券 311,200 0.24 市場内 取得

令和4年11月15日 普通株券 207,900 0.16 市場内 処分

令和4年11月15日 普通株券 90,900 0.07 市場外 取得 4,619

令和4年11月15日 普通株券 90,021 0.07 市場外 取得 貸借

令和4年11月15日 普通株券 166,100 0.13 市場外 処分 4,619

令和4年11月16日 普通株券 429,300 0.33 市場内 取得

令和4年11月16日 普通株券 312,900 0.24 市場内 処分

令和4年11月16日 普通株券 122,300 0.09 市場外 取得 4,617

令和4年11月16日 普通株券 150,200 0.12 市場外 取得 貸借

令和4年11月16日 普通株券 799,200 0.61 市場外 処分 4,611

令和4年11月16日 普通株券 6,600 0.01 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、野村證券株式会社から232,221株、機関投資家等から55,000株 借入れている。

消費貸借契約により、機関投資家等へ41,200株 貸出している。

プットオプションを6,300株 取得している。

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） 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
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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） 19,872,300

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 19,872,300

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 9,400

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 19,862,900

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11月16日現在）
V 130,218,481

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
15.25

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
14.82

（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9月20日 普通株券 3,700 0.00 市場内 取得

令和4年9月20日 普通株券 400 0.00 市場外 取得 4,146

令和4年9月20日 普通株券 27,100 0.02 市場外 処分 4,155

令和4年9月21日 普通株券 15,900 0.01 市場内 取得

令和4年9月21日 普通株券 23,600 0.02 市場外 取得 4,098

令和4年9月21日 普通株券 7,000 0.01 市場外 処分 4,145

令和4年9月22日 普通株券 6,100 0.00 市場内 取得

令和4年9月22日 普通株券 27,300 0.02 市場外 取得 4,030

令和4年9月22日 普通株券 1,000 0.00 市場外 処分 3,985

令和4年9月26日 普通株券 12,000 0.01 市場内 取得

令和4年9月26日 普通株券 26,900 0.02 市場外 取得 3,875

令和4年9月27日 普通株券 900 0.00 市場内 取得

令和4年9月27日 普通株券 20,100 0.02 市場外 取得 3,830
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令和4年9月27日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 3,825

令和4年9月28日 普通株券 27,300 0.02 市場内 取得

令和4年9月28日 普通株券 13,600 0.01 市場外 取得 3,827

令和4年9月28日 普通株券 92,700 0.07 市場外 処分 3,732

令和4年9月29日 普通株券 3,000 0.00 市場内 取得

令和4年9月29日 普通株券 11,600 0.01 市場外 取得 3,771

令和4年9月29日 普通株券 158,500 0.12 市場外 処分 3,749

令和4年9月30日 普通株券 400 0.00 市場内 取得

令和4年9月30日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 3,730

令和4年9月30日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 3,725

令和4年10月3日 普通株券 500 0.00 市場内 取得

令和4年10月3日 普通株券 1,100 0.00 市場外 取得 3,733

令和4年10月4日 普通株券 300 0.00 市場内 取得

令和4年10月4日 普通株券 3,100 0.00 市場外 取得 3,851

令和4年10月4日 普通株券 700 0.00 市場外 処分 3,830

令和4年10月5日 普通株券 18,300 0.01 市場内 取得

令和4年10月5日 普通株券 4,400 0.00 市場内 処分

令和4年10月5日 普通株券 5,500 0.00 市場外 取得 3,907

令和4年10月5日 普通株券 1,700 0.00 市場外 処分 3,904

令和4年10月6日 普通株券 12,700 0.01 市場内 取得

令和4年10月6日 普通株券 900 0.00 市場内 処分

令和4年10月6日 普通株券 23,900 0.02 市場外 取得 3,979

令和4年10月6日 普通株券 1,600 0.00 市場外 処分 3,936

令和4年10月7日 普通株券 4,600 0.00 市場内 取得

令和4年10月7日 普通株券 1,400 0.00 市場内 処分

令和4年10月7日 普通株券 22,400 0.02 市場外 取得 3,927

令和4年10月7日 普通株券 600 0.00 市場外 処分 3,913

令和4年10月11日 普通株券 3,900 0.00 市場内 取得

令和4年10月11日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 3,765

令和4年10月12日 普通株券 4,100 0.00 市場内 取得

令和4年10月12日 普通株券 800 0.00 市場外 取得 3,688

令和4年10月12日 普通株券 129,000 0.10 市場外 処分 3,765

令和4年10月13日 普通株券 20,500 0.02 市場内 取得

令和4年10月13日 普通株券 800 0.00 市場内 処分

令和4年10月13日 普通株券 24,600 0.02 市場外 取得 3,685
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令和4年10月13日 普通株券 6,400 0.00 市場外 処分 3,675

令和4年10月14日 普通株券 1,000 0.00 市場内 取得

令和4年10月14日 普通株券 400 0.00 市場内 処分

令和4年10月14日 普通株券 700 0.00 市場外 取得 3,784

令和4年10月14日 普通株券 4,800 0.00 市場外 処分 3,677

令和4年10月17日 普通株券 400 0.00 市場内 取得

令和4年10月17日 普通株券 1,100 0.00 市場外 取得 3,764

令和4年10月17日 普通株券 11,000 0.01 市場外 処分 3,778

令和4年10月18日 普通株券 11,200 0.01 市場内 取得

令和4年10月18日 普通株券 16,400 0.01 市場外 取得 3,822

令和4年10月18日 普通株券 5,000 0.00 市場外 処分 3,779

令和4年10月19日 普通株券 4,400 0.00 市場内 取得

令和4年10月19日 普通株券 22,700 0.02 市場外 取得 3,821

令和4年10月19日 普通株券 600 0.00 市場外 処分 3,825

令和4年10月20日 普通株券 4,700 0.00 市場内 取得

令和4年10月20日 普通株券 2,000 0.00 市場外 取得 3,802

令和4年10月20日 普通株券 56,300 0.04 市場外 処分 3,786

令和4年10月21日 普通株券 300 0.00 市場内 取得

令和4年10月21日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 3,805

令和4年10月21日 普通株券 2,600 0.00 市場外 処分 3,828

令和4年10月24日 普通株券 200 0.00 市場内 処分

令和4年10月24日 普通株券 700 0.00 市場外 処分 3,800

令和4年10月25日 普通株券 2,400 0.00 市場内 取得

令和4年10月25日 普通株券 300 0.00 市場内 処分

令和4年10月25日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 3,954

令和4年10月25日 普通株券 1,100 0.00 市場外 処分 3,877

令和4年10月26日 普通株券 2,000 0.00 市場内 取得

令和4年10月26日 普通株券 22,700 0.02 市場外 取得 3,985

令和4年10月27日 普通株券 8,100 0.01 市場内 取得

令和4年10月27日 普通株券 300 0.00 市場内 処分

令和4年10月27日 普通株券 8,600 0.01 市場外 取得 4,009

令和4年10月27日 普通株券 3,400 0.00 市場外 処分 3,980

令和4年10月28日 普通株券 200 0.00 市場内 取得

令和4年10月28日 普通株券 108,900 0.08 市場外 処分 3,917

令和4年10月31日 普通株券 1,800 0.00 市場内 取得
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令和4年10月31日 普通株券 1,100 0.00 市場内 処分

令和4年10月31日 普通株券 4,200 0.00 市場外 取得 4,050

令和4年10月31日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 4,056

令和4年11月1日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

令和4年11月1日 普通株券 1,000 0.00 市場内 処分

令和4年11月1日 普通株券 3,300 0.00 市場外 取得 4,013

令和4年11月1日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 3,989

令和4年11月2日 普通株券 600 0.00 市場内 処分

令和4年11月2日 普通株券 1,500 0.00 市場外 取得 3,975

令和4年11月2日 普通株券 3,800 0.00 市場外 処分 4,004

令和4年11月4日 普通株券 500 0.00 市場内 取得

令和4年11月4日 普通株券 5,900 0.00 市場外 取得 3,866

令和4年11月4日 普通株券 5,700 0.00 市場外 処分 3,898

令和4年11月7日 普通株券 700 0.00 市場内 取得

令和4年11月7日 普通株券 66,100 0.05 市場外 取得 3,865

令和4年11月7日 普通株券 6,100 0.00 市場外 処分 3,891

令和4年11月8日 普通株券 2,600 0.00 市場内 取得

令和4年11月8日 普通株券 3,300 0.00 市場内 処分

令和4年11月8日 普通株券 12,700 0.01 市場外 取得 4,116

令和4年11月8日 普通株券 1,700 0.00 市場外 処分 4,076

令和4年11月9日 普通株券 41,400 0.03 市場内 取得

令和4年11月9日 普通株券 105,300 0.08 市場内 処分

令和4年11月9日 普通株券 72,200 0.06 市場外 取得 4,302

令和4年11月9日 普通株券 19,500 0.01 市場外 処分 4,269

令和4年11月10日 普通株券 27,000 0.02 市場内 取得

令和4年11月10日 普通株券 52,900 0.04 市場外 取得 4,226

令和4年11月11日 普通株券 50,400 0.04 市場内 取得

令和4年11月11日 普通株券 59,400 0.05 市場外 取得 4,483

令和4年11月11日 普通株券 6,400 0.00 市場外 処分 4,524

令和4年11月14日 普通株券 177,300 0.14 市場内 取得

令和4年11月14日 普通株券 67,900 0.05 市場外 取得 4,592

令和4年11月14日 普通株券 47,300 0.04 市場外 処分 4,526

令和4年11月15日 普通株券 62,600 0.05 市場内 取得

令和4年11月15日 普通株券 600 0.00 市場内 処分

令和4年11月15日 普通株券 59,600 0.05 市場外 取得 4,582
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令和4年11月15日 普通株券 12,400 0.01 市場外 処分 4,536

令和4年11月16日 普通株券 85,500 0.07 市場内 取得

令和4年11月16日 普通株券 99,400 0.08 市場内 処分

令和4年11月16日 普通株券 33,100 0.03 市場外 取得 4,621

令和4年11月16日 普通株券 63,300 0.05 市場外 処分 4,618

（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9,400株、BNPパリバ証券株式会社へ103,100株、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー

証券株式会社へ26,100株、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社へ20,600株、シティグループ証券株式会社へ600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） 61,936,223

上記（Y）の内訳 顧客資金

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 61,936,223

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

第３【共同保有者に関する事項】
該当事項なし

第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
１【提出者及び共同保有者】

（１） 野村證券株式会社

（２） 野村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） 361,961 19,872,300

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
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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 361,961 P Q 19,872,300

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 9,400

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 20,224,861

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11月16日現在）
V 130,218,481

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
15.53

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
15.84

（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 361,961 0.28

野村アセットマネジメント株式会社 19,862,900 15.25

合計 20,224,861 15.53
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