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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社

証券コード 8028

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京・名古屋

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９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 森田敏夫

代表者役職 代表執行役社長　

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） 1,463,235

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 1,463,235 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 697,896

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 765,339

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）

（平成30年4月26日現在）
V 126,712,313

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.60

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

平成30年02月26日 普通株券 3,800 0.00 市場内 取得

平成30年02月26日 普通株券 13,200 0.01 市場内 処分

平成30年02月26日 普通株券 9,700 0.01 市場外 取得 7,961

平成30年02月26日 普通株券 16,400 0.01 市場外 処分 7,949

平成30年02月26日 普通株券 4,400 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年02月27日 普通株券 7,400 0.01 市場内 取得

平成30年02月27日 普通株券 500 0.00 市場内 処分

平成30年02月27日 普通株券 1,000 0.00 市場外 取得 8,118
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平成30年02月27日 普通株券 2,000 0.00 市場外 処分 8,124

平成30年02月27日 普通株券 9,630 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年02月27日 普通株券 20,730 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年02月28日 普通株券 3,100 0.00 市場内 取得

平成30年02月28日 普通株券 12,900 0.01 市場内 処分

平成30年02月28日 普通株券 13,900 0.01 市場外 取得 8,124

平成30年02月28日 普通株券 43,239 0.03 市場外 処分 8,099

平成30年02月28日 普通株券 93,700 0.07 市場外 取得 貸借

平成30年03月01日 普通株券 13,100 0.01 市場内 取得

平成30年03月01日 普通株券 900 0.00 市場内 処分

平成30年03月01日 普通株券 900 0.00 市場外 取得 8,094

平成30年03月01日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 8,110

平成30年03月01日 普通株券 34,500 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年03月01日 普通株券 31,600 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年03月02日 普通株券 15,200 0.01 市場内 取得

平成30年03月02日 普通株券 7,000 0.01 市場内 処分

平成30年03月02日 普通株券 6,300 0.00 市場外 取得 7,827

平成30年03月02日 普通株券 6,200 0.00 市場外 処分 7,851

平成30年03月02日 普通株券 37,700 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年03月02日 普通株券 68,500 0.05 市場外 処分 貸借

平成30年03月05日 普通株券 1,700 0.00 市場内 取得

平成30年03月05日 普通株券 10,100 0.01 市場内 処分

平成30年03月05日 普通株券 2,400 0.00 市場外 取得 7,938

平成30年03月06日 普通株券 4,000 0.00 市場内 取得

平成30年03月06日 普通株券 34,400 0.03 市場内 処分

平成30年03月06日 普通株券 500 0.00 市場外 取得 8,190

平成30年03月06日 普通株券 13,400 0.01 市場外 処分 8,194

平成30年03月06日 普通株券 85,336 0.07 市場外 取得 貸借

平成30年03月06日 普通株券 181,136 0.14 市場外 処分 貸借

平成30年03月07日 普通株券 6,200 0.00 市場内 取得

平成30年03月07日 普通株券 1,000 0.00 市場内 処分

平成30年03月07日 普通株券 8,400 0.01 市場外 取得 8,176

平成30年03月07日 普通株券 28,200 0.02 市場外 処分 8,189

平成30年03月07日 普通株券 20,600 0.02 市場外 取得 貸借

平成30年03月07日 普通株券 20,400 0.02 市場外 処分 貸借

EDINET提出書類

野村證券株式会社(E03810)

変更報告書

 4/27



平成30年03月08日 普通株券 4,600 0.00 市場内 取得

平成30年03月08日 普通株券 2,400 0.00 市場内 処分

平成30年03月08日 普通株券 11,000 0.01 市場外 取得 8,199

平成30年03月08日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 8,175

平成30年03月08日 普通株券 24,700 0.02 市場外 取得 貸借

平成30年03月08日 普通株券 200,000 0.16 市場外 処分 貸借

平成30年03月09日 普通株券 91,700 0.07 市場内 取得

平成30年03月09日 普通株券 27,100 0.02 市場内 処分

平成30年03月09日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 8,250

平成30年03月09日 普通株券 7,216 0.01 市場外 処分 8,124

平成30年03月09日 普通株券 34,300 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年03月09日 普通株券 26,400 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年03月12日 普通株券 12,100 0.01 市場内 取得

平成30年03月12日 普通株券 400 0.00 市場内 処分

平成30年03月12日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 8,240

平成30年03月13日 普通株券 4,900 0.00 市場内 取得

平成30年03月13日 普通株券 600 0.00 市場内 処分

平成30年03月13日 普通株券 6,000 0.00 市場外 取得 8,266

平成30年03月13日 普通株券 26,500 0.02 市場外 処分 8,295

平成30年03月13日 普通株券 83,904 0.07 市場外 取得 貸借

平成30年03月13日 普通株券 148,466 0.12 市場外 処分 貸借

平成30年03月14日 普通株券 2,400 0.00 市場内 取得

平成30年03月14日 普通株券 1,100 0.00 市場内 処分

平成30年03月14日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 8,340

平成30年03月14日 普通株券 15,270 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年03月14日 普通株券 79,854 0.06 市場外 処分 貸借

平成30年03月15日 普通株券 500 0.00 市場内 取得

平成30年03月15日 普通株券 3,400 0.00 市場内 処分

平成30年03月15日 普通株券 12,100 0.01 市場外 取得 8,499

平成30年03月15日 普通株券 10,300 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年03月16日 普通株券 2,800 0.00 市場内 取得

平成30年03月16日 普通株券 1,300 0.00 市場内 処分

平成30年03月16日 普通株券 2,577 0.00 市場外 取得 8,506

平成30年03月16日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 8,485

平成30年03月16日 普通株券 51,700 0.04 市場外 取得 貸借
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平成30年03月16日 普通株券 13,254 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年03月19日 普通株券 6,500 0.01 市場内 取得

平成30年03月19日 普通株券 800 0.00 市場内 処分

平成30年03月19日 普通株券 1,100 0.00 市場外 取得 8,495

平成30年03月19日 普通株券 4,700 0.00 市場外 処分 8,509

平成30年03月19日 普通株券 53,800 0.04 市場外 取得 貸借

平成30年03月19日 普通株券 3,000 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年03月20日 普通株券 700 0.00 市場内 取得

平成30年03月20日 普通株券 16,900 0.01 市場内 処分

平成30年03月20日 普通株券 2,200 0.00 市場外 処分 8,510

平成30年03月20日 普通株券 12,500 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年03月20日 普通株券 31,300 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年03月22日 普通株券 2,900 0.00 市場内 取得

平成30年03月22日 普通株券 3,700 0.00 市場内 処分

平成30年03月22日 普通株券 4,000 0.00 市場外 処分 8,600

平成30年03月23日 普通株券 18,400 0.01 市場内 取得

平成30年03月23日 普通株券 12,800 0.01 市場内 処分

平成30年03月23日 普通株券 12,100 0.01 市場外 取得 8,310

平成30年03月23日 普通株券 1,300 0.00 市場外 処分 8,360

平成30年03月23日 普通株券 46,016 0.04 市場外 取得 貸借

平成30年03月23日 普通株券 81,800 0.06 市場外 処分 貸借

平成30年03月26日 普通株券 13,000 0.01 市場内 取得

平成30年03月26日 普通株券 27,100 0.02 市場内 処分

平成30年03月26日 普通株券 32,162 0.03 市場外 取得 8,329

平成30年03月26日 普通株券 16,200 0.01 市場外 処分 8,304

平成30年03月26日 普通株券 53,140 0.04 市場外 取得 貸借

平成30年03月26日 普通株券 30,628 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年03月27日 普通株券 3,900 0.00 市場内 取得

平成30年03月27日 普通株券 12,700 0.01 市場内 処分

平成30年03月27日 普通株券 2,000 0.00 市場外 取得 8,461

平成30年03月27日 普通株券 3,300 0.00 市場外 処分 8,490

平成30年03月27日 普通株券 36,028 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年03月27日 普通株券 33,328 0.03 市場外 処分 貸借

平成30年03月28日 普通株券 7,600 0.01 市場内 取得

平成30年03月28日 普通株券 6,600 0.01 市場内 処分
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平成30年03月28日 普通株券 40,000 0.03 市場外 取得 8,510

平成30年03月29日 普通株券 4,000 0.00 市場内 処分

平成30年03月29日 普通株券 2,000 0.00 市場外 取得 8,803

平成30年03月29日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 8,770

平成30年03月29日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年03月29日 普通株券 33,528 0.03 市場外 処分 貸借

平成30年03月30日 普通株券 200 0.00 市場内 取得

平成30年03月30日 普通株券 8,300 0.01 市場内 処分

平成30年03月30日 普通株券 2,000 0.00 市場外 取得 8,960

平成30年03月30日 普通株券 24,300 0.02 市場外 処分 8,960

平成30年03月30日 普通株券 21,342 0.02 市場外 取得 貸借

平成30年03月30日 普通株券 29,342 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年04月02日 普通株券 4,600 0.00 市場内 取得

平成30年04月02日 普通株券 11,900 0.01 市場内 処分

平成30年04月02日 普通株券 3,200 0.00 市場外 取得 9,020

平成30年04月02日 普通株券 900 0.00 市場外 処分 9,031

平成30年04月03日 普通株券 2,700 0.00 市場内 取得

平成30年04月03日 普通株券 5,100 0.00 市場内 処分

平成30年04月03日 普通株券 16,500 0.01 市場外 取得 8,960

平成30年04月03日 普通株券 6,500 0.01 市場外 処分 8,971

平成30年04月03日 普通株券 57,087 0.05 市場外 取得 貸借

平成30年04月03日 普通株券 86,900 0.07 市場外 処分 貸借

平成30年04月04日 普通株券 200 0.00 市場内 取得

平成30年04月04日 普通株券 2,900 0.00 市場内 処分

平成30年04月04日 普通株券 6,000 0.00 市場外 取得 9,220

平成30年04月04日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 9,195

平成30年04月04日 普通株券 20,079 0.02 市場外 取得 貸借

平成30年04月04日 普通株券 11,233 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年04月05日 普通株券 14,800 0.01 市場内 取得

平成30年04月05日 普通株券 157 0.00 市場外 取得 9,172

平成30年04月05日 普通株券 2,300 0.00 市場外 処分 9,180

平成30年04月05日 普通株券 25,633 0.02 市場外 取得 貸借

平成30年04月05日 普通株券 18,433 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年04月06日 普通株券 68,300 0.05 市場内 取得

平成30年04月06日 普通株券 600 0.00 市場内 処分
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平成30年04月06日 普通株券 10,100 0.01 市場外 取得 9,471

平成30年04月06日 普通株券 32,000 0.03 市場外 処分 9,537

平成30年04月06日 普通株券 70,800 0.06 市場外 取得 貸借

平成30年04月06日 普通株券 600 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年04月09日 普通株券 6,300 0.00 市場内 取得

平成30年04月09日 普通株券 200 0.00 市場内 処分

平成30年04月09日 普通株券 11,900 0.01 市場外 取得 9,657

平成30年04月09日 普通株券 1,200 0.00 市場外 処分 9,660

平成30年04月09日 普通株券 62,533 0.05 市場外 取得 貸借

平成30年04月09日 普通株券 63,333 0.05 市場外 処分 貸借

平成30年04月10日 普通株券 1,900 0.00 市場内 取得

平成30年04月10日 普通株券 1,400 0.00 市場内 処分

平成30年04月10日 普通株券 23,100 0.02 市場外 取得 9,246

平成30年04月10日 普通株券 39,800 0.03 市場外 処分 9,251

平成30年04月10日 普通株券 47,019 0.04 市場外 取得 貸借

平成30年04月10日 普通株券 43,676 0.03 市場外 処分 貸借

平成30年04月11日 普通株券 1,500 0.00 市場内 取得

平成30年04月11日 普通株券 15,700 0.01 市場内 処分

平成30年04月11日 普通株券 6,900 0.01 市場外 取得 8,966

平成30年04月11日 普通株券 12,400 0.01 市場外 処分 8,990

平成30年04月11日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年04月11日 普通株券 43,676 0.03 市場外 処分 貸借

平成30年04月12日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

平成30年04月12日 普通株券 800 0.00 市場内 処分

平成30年04月12日 普通株券 2,000 0.00 市場外 取得 9,240

平成30年04月12日 普通株券 32,700 0.03 市場外 処分 9,239

平成30年04月12日 普通株券 89,600 0.07 市場外 取得 貸借

平成30年04月13日 普通株券 1,400 0.00 市場内 取得

平成30年04月13日 普通株券 5,300 0.00 市場内 処分

平成30年04月13日 普通株券 900 0.00 市場外 取得 9,111

平成30年04月13日 普通株券 1,900 0.00 市場外 処分 9,033

平成30年04月13日 普通株券 60,800 0.05 市場外 取得 貸借

平成30年04月13日 普通株券 15,500 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年04月16日 普通株券 2,300 0.00 市場内 取得

平成30年04月16日 普通株券 500 0.00 市場内 処分
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平成30年04月16日 普通株券 1,300 0.00 市場外 取得 9,386

平成30年04月16日 普通株券 2,000 0.00 市場外 処分 9,384

平成30年04月16日 普通株券 11,400 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年04月16日 普通株券 12,000 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年04月17日 普通株券 2,400 0.00 市場内 取得

平成30年04月17日 普通株券 300 0.00 市場内 処分

平成30年04月17日 普通株券 400 0.00 市場外 取得 9,748

平成30年04月17日 普通株券 1,300 0.00 市場外 処分 9,751

平成30年04月17日 普通株券 32,100 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年04月18日 普通株券 800 0.00 市場内 取得

平成30年04月18日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 9,998

平成30年04月18日 普通株券 2,000 0.00 市場外 処分 10,020

平成30年04月18日 普通株券 22,024 0.02 市場外 取得 貸借

平成30年04月18日 普通株券 62,724 0.05 市場外 処分 貸借

平成30年04月19日 普通株券 6,000 0.00 市場内 取得

平成30年04月19日 普通株券 4,600 0.00 市場内 処分

平成30年04月19日 普通株券 2,300 0.00 市場外 取得 9,907

平成30年04月19日 普通株券 220 0.00 市場外 処分 9,880

平成30年04月19日 普通株券 32,600 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年04月20日 普通株券 46,400 0.04 市場内 取得

平成30年04月20日 普通株券 36,200 0.03 市場外 取得 10,053

平成30年04月20日 普通株券 57,900 0.05 市場外 処分 10,096

平成30年04月20日 普通株券 36,500 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年04月23日 普通株券 20,100 0.02 市場内 取得

平成30年04月23日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 10,055

平成30年04月23日 普通株券 4,000 0.00 市場外 処分 10,040

平成30年04月23日 普通株券 101,894 0.08 市場外 取得 貸借

平成30年04月23日 普通株券 294 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年04月24日 普通株券 11,000 0.01 市場内 取得

平成30年04月24日 普通株券 39,100 0.03 市場内 処分

平成30年04月24日 普通株券 1,600 0.00 市場外 取得 10,358

平成30年04月24日 普通株券 1,215 0.00 市場外 処分 10,350

平成30年04月24日 普通株券 507,400 0.40 市場外 取得 貸借

平成30年04月25日 普通株券 17,800 0.01 市場内 取得

平成30年04月25日 普通株券 11,800 0.01 市場内 処分
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平成30年04月25日 普通株券 2,600 0.00 市場外 取得 10,406

平成30年04月25日 普通株券 3,200 0.00 市場外 処分 10,390

平成30年04月25日 普通株券 188,300 0.15 市場外 取得 貸借

平成30年04月26日 普通株券 20,200 0.02 市場内 取得

平成30年04月26日 普通株券 18,800 0.01 市場内 処分

平成30年04月26日 普通株券 43,500 0.03 市場外 取得 10,423

平成30年04月26日 普通株券 15,900 0.01 市場外 処分 10,431

平成30年04月26日 普通株券 300,000 0.24 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】

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573,900株、ＴＣＳＢアセットマネジメントＯＮＥ株式会社か

ら130,000株、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社から259,600株、日本マスタートラスト信託銀行株式会社から

308,900株、他機関投資家4名から125,700株、個人2名から200株　借入れている。

消費貸借契約により、NOMURA INTERNATIONAL PLCへ696,396株、NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.へ1,500株、株式会社

三井住友銀行へ716,987株、他機関投資家2名へ39,200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） 650,804

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） 650,804

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

旧住所又は本店所在地
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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） 1,156,742

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 1,156,742 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
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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 300

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 1,156,442

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）

（平成30年4月26日現在）
V 126,712,313

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.91

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.12

（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

平成30年02月26日 普通株券 40,900 0.03 市場内 取得

平成30年02月26日 普通株券 57,200 0.05 市場内 処分

平成30年02月26日 普通株券 5,400 0.00 市場外 取得 7,949

平成30年02月26日 普通株券 6,900 0.01 市場外 処分 7,971

平成30年02月26日 普通株券 57,500 0.05 市場外 取得 貸借

平成30年02月26日 普通株券 6,890 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年02月27日 普通株券 81,600 0.06 市場内 取得

平成30年02月27日 普通株券 67,900 0.05 市場内 処分

平成30年02月27日 普通株券 9,800 0.01 市場外 取得 8,093

平成30年02月27日 普通株券 10,200 0.01 市場外 処分 8,091

平成30年02月27日 普通株券 64,000 0.05 市場外 取得 貸借

平成30年02月27日 普通株券 51,930 0.04 市場外 処分 貸借

平成30年02月28日 普通株券 40,600 0.03 市場内 取得

平成30年02月28日 普通株券 44,500 0.04 市場内 処分

平成30年02月28日 普通株券 5,000 0.00 市場外 取得 8,138

平成30年02月28日 普通株券 3,600 0.00 市場外 処分 8,139

平成30年02月28日 普通株券 25,930 0.02 市場外 取得 貸借

平成30年03月01日 普通株券 66,600 0.05 市場内 取得

平成30年03月01日 普通株券 63,100 0.05 市場内 処分

平成30年03月01日 普通株券 87,900 0.07 市場外 取得 8,079

平成30年03月01日 普通株券 9,000 0.01 市場外 処分 8,075

平成30年03月01日 普通株券 20,100 0.02 市場外 取得 貸借
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平成30年03月01日 普通株券 2,000 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年03月02日 普通株券 70,100 0.06 市場内 取得

平成30年03月02日 普通株券 70,000 0.06 市場内 処分

平成30年03月02日 普通株券 79,400 0.06 市場外 取得 7,825

平成30年03月02日 普通株券 8,800 0.01 市場外 処分 7,837

平成30年03月02日 普通株券 48,800 0.04 市場外 処分 貸借

平成30年03月05日 普通株券 64,200 0.05 市場内 取得

平成30年03月05日 普通株券 65,900 0.05 市場内 処分

平成30年03月05日 普通株券 10,900 0.01 市場外 取得 7,921

平成30年03月05日 普通株券 14,000 0.01 市場外 処分 7,946

平成30年03月05日 普通株券 736 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年03月05日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年03月06日 普通株券 72,700 0.06 市場内 取得

平成30年03月06日 普通株券 43,800 0.03 市場内 処分

平成30年03月06日 普通株券 1,700 0.00 市場外 取得 8,135

平成30年03月06日 普通株券 4,900 0.00 市場外 処分 8,152

平成30年03月06日 普通株券 85,336 0.07 市場外 処分 貸借

平成30年03月07日 普通株券 92,000 0.07 市場内 取得

平成30年03月07日 普通株券 101,100 0.08 市場内 処分

平成30年03月07日 普通株券 7,000 0.01 市場外 取得 8,127

平成30年03月07日 普通株券 5,200 0.00 市場外 処分 8,143

平成30年03月07日 普通株券 1,100 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年03月07日 普通株券 70,469 0.06 市場外 処分 貸借

平成30年03月08日 普通株券 39,800 0.03 市場内 取得

平成30年03月08日 普通株券 66,000 0.05 市場内 処分

平成30年03月08日 普通株券 6,300 0.00 市場外 取得 8,210

平成30年03月08日 普通株券 7,300 0.01 市場外 処分 8,229

平成30年03月08日 普通株券 6,269 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年03月09日 普通株券 104,500 0.08 市場内 取得

平成30年03月09日 普通株券 82,800 0.07 市場内 処分

平成30年03月09日 普通株券 13,700 0.01 市場外 取得 8,174

平成30年03月09日 普通株券 10,900 0.01 市場外 処分 8,180

平成30年03月09日 普通株券 4,900 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年03月09日 普通株券 26,400 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年03月12日 普通株券 60,300 0.05 市場内 取得
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平成30年03月12日 普通株券 53,800 0.04 市場内 処分

平成30年03月12日 普通株券 10,100 0.01 市場外 取得 8,259

平成30年03月12日 普通株券 7,000 0.01 市場外 処分 8,244

平成30年03月12日 普通株券 4,136 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年03月12日 普通株券 5,400 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年03月13日 普通株券 53,700 0.04 市場内 取得

平成30年03月13日 普通株券 51,900 0.04 市場内 処分

平成30年03月13日 普通株券 17,400 0.01 市場外 取得 8,282

平成30年03月13日 普通株券 4,400 0.00 市場外 処分 8,280

平成30年03月13日 普通株券 18,400 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年03月13日 普通株券 61,428 0.05 市場外 処分 貸借

平成30年03月14日 普通株券 65,500 0.05 市場内 取得

平成30年03月14日 普通株券 67,200 0.05 市場内 処分

平成30年03月14日 普通株券 13,700 0.01 市場外 取得 8,334

平成30年03月14日 普通株券 18,900 0.01 市場外 処分 8,333

平成30年03月14日 普通株券 25,600 0.02 市場外 取得 貸借

平成30年03月14日 普通株券 15,900 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年03月15日 普通株券 69,400 0.05 市場内 取得

平成30年03月15日 普通株券 77,200 0.06 市場内 処分

平成30年03月15日 普通株券 2,800 0.00 市場外 取得 8,434

平成30年03月15日 普通株券 4,100 0.00 市場外 処分 8,461

平成30年03月15日 普通株券 12,800 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年03月15日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年03月16日 普通株券 46,700 0.04 市場内 取得

平成30年03月16日 普通株券 40,500 0.03 市場内 処分

平成30年03月16日 普通株券 2,900 0.00 市場外 取得 8,475

平成30年03月16日 普通株券 6,300 0.00 市場外 処分 8,412

平成30年03月16日 普通株券 41,792 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年03月16日 普通株券 56,600 0.04 市場外 処分 貸借

平成30年03月19日 普通株券 65,000 0.05 市場内 取得

平成30年03月19日 普通株券 52,800 0.04 市場内 処分

平成30年03月19日 普通株券 6,700 0.01 市場外 取得 8,496

平成30年03月19日 普通株券 9,500 0.01 市場外 処分 8,494

平成30年03月19日 普通株券 50,800 0.04 市場外 取得 貸借

平成30年03月19日 普通株券 1,585 0.00 市場外 処分 貸借
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平成30年03月20日 普通株券 48,500 0.04 市場内 取得

平成30年03月20日 普通株券 72,000 0.06 市場内 処分

平成30年03月20日 普通株券 9,300 0.01 市場外 取得 8,485

平成30年03月20日 普通株券 6,700 0.01 市場外 処分 8,474

平成30年03月20日 普通株券 12,500 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年03月22日 普通株券 78,600 0.06 市場内 取得

平成30年03月22日 普通株券 64,000 0.05 市場内 処分

平成30年03月22日 普通株券 6,100 0.00 市場外 取得 8,531

平成30年03月22日 普通株券 4,400 0.00 市場外 処分 8,539

平成30年03月22日 普通株券 2,877 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年03月23日 普通株券 93,200 0.07 市場内 取得

平成30年03月23日 普通株券 55,600 0.04 市場内 処分

平成30年03月23日 普通株券 9,700 0.01 市場外 取得 8,362

平成30年03月23日 普通株券 7,300 0.01 市場外 処分 8,398

平成30年03月23日 普通株券 29,984 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年03月26日 普通株券 75,900 0.06 市場内 取得

平成30年03月26日 普通株券 94,100 0.07 市場内 処分

平成30年03月26日 普通株券 16,200 0.01 市場外 取得 8,254

平成30年03月26日 普通株券 11,700 0.01 市場外 処分 8,249

平成30年03月27日 普通株券 84,900 0.07 市場内 取得

平成30年03月27日 普通株券 106,500 0.08 市場内 処分

平成30年03月27日 普通株券 31,400 0.02 市場外 取得 8,421

平成30年03月27日 普通株券 12,800 0.01 市場外 処分 8,446

平成30年03月28日 普通株券 81,200 0.06 市場内 取得

平成30年03月28日 普通株券 85,100 0.07 市場内 処分

平成30年03月28日 普通株券 19,800 0.02 市場外 取得 8,474

平成30年03月28日 普通株券 18,500 0.01 市場外 処分 8,469

平成30年03月28日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年03月29日 普通株券 91,200 0.07 市場内 取得

平成30年03月29日 普通株券 87,400 0.07 市場内 処分

平成30年03月29日 普通株券 14,900 0.01 市場外 取得 8,763

平成30年03月29日 普通株券 20,600 0.02 市場外 処分 8,766

平成30年03月29日 普通株券 40,384 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年03月29日 普通株券 50,900 0.04 市場外 処分 貸借

平成30年03月30日 普通株券 67,400 0.05 市場内 取得
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平成30年03月30日 普通株券 63,700 0.05 市場内 処分

平成30年03月30日 普通株券 11,700 0.01 市場外 取得 8,926

平成30年03月30日 普通株券 18,200 0.01 市場外 処分 8,927

平成30年03月30日 普通株券 3,300 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年03月30日 普通株券 21,742 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年04月02日 普通株券 52,600 0.04 市場内 取得

平成30年04月02日 普通株券 68,600 0.05 市場内 処分

平成30年04月02日 普通株券 13,900 0.01 市場外 取得 9,012

平成30年04月02日 普通株券 8,700 0.01 市場外 処分 9,036

平成30年04月02日 普通株券 32,471 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年04月02日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年04月03日 普通株券 89,200 0.07 市場内 取得

平成30年04月03日 普通株券 61,800 0.05 市場内 処分

平成30年04月03日 普通株券 16,400 0.01 市場外 取得 8,973

平成30年04月03日 普通株券 15,100 0.01 市場外 処分 8,973

平成30年04月03日 普通株券 44,700 0.04 市場外 取得 貸借

平成30年04月03日 普通株券 53,713 0.04 市場外 処分 貸借

平成30年04月04日 普通株券 66,700 0.05 市場内 取得

平成30年04月04日 普通株券 107,900 0.09 市場内 処分

平成30年04月04日 普通株券 7,900 0.01 市場外 取得 9,209

平成30年04月04日 普通株券 15,700 0.01 市場外 処分 9,212

平成30年04月04日 普通株券 2,026 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年04月05日 普通株券 72,900 0.06 市場内 取得

平成30年04月05日 普通株券 98,600 0.08 市場内 処分

平成30年04月05日 普通株券 20,700 0.02 市場外 取得 9,234

平成30年04月05日 普通株券 8,400 0.01 市場外 処分 9,197

平成30年04月05日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年04月05日 普通株券 1,160 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年04月06日 普通株券 112,100 0.09 市場内 取得

平成30年04月06日 普通株券 108,500 0.09 市場内 処分

平成30年04月06日 普通株券 10,000 0.01 市場外 取得 9,454

平成30年04月06日 普通株券 11,100 0.01 市場外 処分 9,462

平成30年04月06日 普通株券 70,800 0.06 市場外 取得 貸借

平成30年04月06日 普通株券 23,853 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年04月09日 普通株券 84,500 0.07 市場内 取得
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平成30年04月09日 普通株券 81,900 0.06 市場内 処分

平成30年04月09日 普通株券 9,200 0.01 市場外 取得 9,615

平成30年04月09日 普通株券 78,300 0.06 市場外 処分 9,656

平成30年04月09日 普通株券 2,700 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年04月09日 普通株券 5,740 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年04月10日 普通株券 93,000 0.07 市場内 取得

平成30年04月10日 普通株券 111,700 0.09 市場内 処分

平成30年04月10日 普通株券 10,500 0.01 市場外 取得 9,279

平成30年04月10日 普通株券 23,400 0.02 市場外 処分 9,235

平成30年04月10日 普通株券 18,500 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年04月11日 普通株券 178,600 0.14 市場内 取得

平成30年04月11日 普通株券 129,300 0.10 市場内 処分

平成30年04月11日 普通株券 14,100 0.01 市場外 取得 9,038

平成30年04月11日 普通株券 8,800 0.01 市場外 処分 9,035

平成30年04月11日 普通株券 38,239 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年04月11日 普通株券 89,034 0.07 市場外 処分 貸借

平成30年04月12日 普通株券 102,500 0.08 市場内 取得

平成30年04月12日 普通株券 107,200 0.08 市場内 処分

平成30年04月12日 普通株券 4,200 0.00 市場外 取得 9,218

平成30年04月12日 普通株券 4,600 0.00 市場外 処分 9,202

平成30年04月12日 普通株券 114,540 0.09 市場外 取得 貸借

平成30年04月12日 普通株券 3,040 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年04月13日 普通株券 128,300 0.10 市場内 取得

平成30年04月13日 普通株券 104,100 0.08 市場内 処分

平成30年04月13日 普通株券 5,100 0.00 市場外 取得 9,060

平成30年04月13日 普通株券 9,500 0.01 市場外 処分 9,074

平成30年04月13日 普通株券 35,925 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年04月16日 普通株券 129,300 0.10 市場内 取得

平成30年04月16日 普通株券 160,200 0.13 市場内 処分

平成30年04月16日 普通株券 6,400 0.01 市場外 取得 9,387

平成30年04月16日 普通株券 8,900 0.01 市場外 処分 9,378

平成30年04月16日 普通株券 27,577 0.02 市場外 取得 貸借

平成30年04月16日 普通株券 50,210 0.04 市場外 処分 貸借

平成30年04月17日 普通株券 97,500 0.08 市場内 取得

平成30年04月17日 普通株券 115,800 0.09 市場内 処分
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平成30年04月17日 普通株券 8,100 0.01 市場外 取得 9,638

平成30年04月17日 普通株券 12,800 0.01 市場外 処分 9,661

平成30年04月17日 普通株券 33,346 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年04月17日 普通株券 800 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年04月18日 普通株券 117,200 0.09 市場内 取得

平成30年04月18日 普通株券 165,200 0.13 市場内 処分

平成30年04月18日 普通株券 19,900 0.02 市場外 取得 10,006

平成30年04月18日 普通株券 6,500 0.01 市場外 処分 9,988

平成30年04月18日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年04月18日 普通株券 22,424 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年04月19日 普通株券 138,400 0.11 市場内 取得

平成30年04月19日 普通株券 115,300 0.09 市場内 処分

平成30年04月19日 普通株券 11,000 0.01 市場外 取得 9,911

平成30年04月19日 普通株券 7,800 0.01 市場外 処分 9,898

平成30年04月19日 普通株券 41,852 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年04月20日 普通株券 227,600 0.18 市場内 取得

平成30年04月20日 普通株券 220,800 0.17 市場内 処分

平成30年04月20日 普通株券 30,200 0.02 市場外 取得 10,177

平成30年04月20日 普通株券 17,500 0.01 市場外 処分 10,175

平成30年04月20日 普通株券 38,652 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年04月20日 普通株券 3,500 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年04月23日 普通株券 60,600 0.05 市場内 取得

平成30年04月23日 普通株券 55,500 0.04 市場内 処分

平成30年04月23日 普通株券 4,700 0.00 市場外 取得 10,052

平成30年04月23日 普通株券 3,300 0.00 市場外 処分 10,043

平成30年04月23日 普通株券 49,476 0.04 市場外 取得 貸借

平成30年04月23日 普通株券 3,100 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年04月24日 普通株券 128,300 0.10 市場内 取得

平成30年04月24日 普通株券 136,700 0.11 市場内 処分

平成30年04月24日 普通株券 11,300 0.01 市場外 取得 10,303

平成30年04月24日 普通株券 15,100 0.01 市場外 処分 10,271

平成30年04月24日 普通株券 292,956 0.23 市場外 取得 貸借

平成30年04月24日 普通株券 900 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年04月25日 普通株券 115,200 0.09 市場内 取得

平成30年04月25日 普通株券 114,400 0.09 市場内 処分
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平成30年04月25日 普通株券 3,500 0.00 市場外 取得 10,438

平成30年04月25日 普通株券 11,200 0.01 市場外 処分 10,407

平成30年04月25日 普通株券 100,000 0.08 市場外 取得 貸借

平成30年04月25日 普通株券 6,300 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年04月26日 普通株券 61,600 0.05 市場内 取得

平成30年04月26日 普通株券 67,200 0.05 市場内 処分

平成30年04月26日 普通株券 12,200 0.01 市場外 取得 10,411

平成30年04月26日 普通株券 10,600 0.01 市場外 処分 10,422

平成30年04月26日 普通株券 507,157 0.40 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】

担保差入:177,800株

消費貸借契約により、野村證券株式会社から696,396株、NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.から204,500株、機関投資家

等から298,590株 借入れている。

消費貸借契約により、NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.へ300株、機関投資家等へ456,286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） 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
ノムラ　セキュリテーズインターナショナル（ＮＯＭＵＲＡ　ＳＥＣＵＲＩ

ＴＩＥＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ，Ｉｎｃ．）

住所又は本店所在地 Worldwide Plaza 309 West 49th Street New York, New York 10019-7316

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地
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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44年9月12日

代表者氏名 武村　努

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） 206,300

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 206,300 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
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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 204,500

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 1,800

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成30年4月26日現在）
V 126,712,313

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（％）

（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

平成30年03月08日 普通株券 200,000 0.16 市場外 処分 貸借

平成30年03月26日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年03月29日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年04月04日 普通株券 600 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年04月09日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年04月11日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年04月24日 普通株券 68,000 0.05 市場外 取得 貸借

平成30年04月25日 普通株券 100,000 0.08 市場外 取得 貸借

平成30年04月26日 普通株券 36,500 0.03 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】

消費貸借契約により、NOMURA INTERNATIONAL PLCから300株、野村證券株式会社から1,500株、機関投資家等から204,500株 借

入れている。

消費貸借契約により、NOMURA INTERNATIONAL PLCへ204,500株、機関投資家へ1,800株 貸出している。

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
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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

４【提出者（大量保有者）／４】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人(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 東京都中央区日本橋一丁目１２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 渡邊　国夫

代表者役職 ＣＥＯ兼執行役社長

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 梶谷英

生

電話番号 ０３（３２４１）９５０６

（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｡
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（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 11,474,999

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 11,474,999

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 573,900

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 10,901,099

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）

（平成30年4月26日現在）
V 126,712,313

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
8.60

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
8.92

（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

平成30年02月27日 普通株券 700 0.00 市場外 取得 8,143

平成30年02月28日 普通株券 3,000 0.00 市場外 取得 8,116

平成30年02月28日 普通株券 1,400 0.00 市場外 処分 8,090

平成30年03月01日 普通株券 57,300 0.05 市場外 取得 8,090

平成30年03月01日 普通株券 18,300 0.01 市場外 処分 8,090
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平成30年03月02日 普通株券 31,400 0.02 市場外 取得 8,110

平成30年03月02日 普通株券 6,800 0.01 市場外 処分 7,858

平成30年03月05日 普通株券 56,700 0.04 市場外 取得 7,850

平成30年03月05日 普通株券 500 0.00 市場外 処分 7,850

平成30年03月06日 普通株券 45,200 0.04 市場外 取得 8,000

平成30年03月06日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 8,000

平成30年03月07日 普通株券 14,000 0.01 市場外 取得 8,187

平成30年03月08日 普通株券 80,000 0.06 市場外 取得 8,190

平成30年03月08日 普通株券 12,528 0.01 市場外 処分 4,189

平成30年03月09日 普通株券 70,200 0.06 市場外 取得 8,190

平成30年03月09日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 8,186

平成30年03月12日 普通株券 24,900 0.02 市場外 取得 8,120

平成30年03月12日 普通株券 900 0.00 市場外 処分 8,223

平成30年03月13日 普通株券 12,000 0.01 市場外 取得 8,240

平成30年03月13日 普通株券 2,000 0.00 市場外 処分 8,320

平成30年03月14日 普通株券 9,300 0.01 市場外 取得 8,315

平成30年03月14日 普通株券 8,000 0.01 市場外 処分 8,320

平成30年03月15日 普通株券 10,500 0.01 市場外 取得 8,343

平成30年03月16日 普通株券 600 0.00 市場外 取得 8,497

平成30年03月16日 普通株券 12,100 0.01 市場外 処分 8,500

平成30年03月19日 普通株券 32,000 0.03 市場外 取得 8,510

平成30年03月19日 普通株券 4,400 0.00 市場外 処分 8,510

平成30年03月20日 普通株券 27,100 0.02 市場外 取得 8,510

平成30年03月22日 普通株券 37,000 0.03 市場外 取得 8,510

平成30年03月22日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 8,510

平成30年03月23日 普通株券 46,100 0.04 市場外 取得 8,599

平成30年03月23日 普通株券 8,400 0.01 市場外 処分 8,315

平成30年03月26日 普通株券 189,400 0.15 市場外 取得 8,310

平成30年03月26日 普通株券 14,800 0.01 市場外 処分 8,314

平成30年03月27日 普通株券 16,800 0.01 市場外 取得 8,335

平成30年03月27日 普通株券 83,500 0.07 市場外 処分 8,330

平成30年03月28日 普通株券 2,400 0.00 市場外 取得 8,508

平成30年03月29日 普通株券 5,000 0.00 市場外 取得 8,804

平成30年03月29日 普通株券 40,000 0.03 市場外 処分 8,510

平成30年03月30日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 8,960
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平成30年04月02日 普通株券 20,000 0.02 市場外 取得 8,963

平成30年04月02日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 9,020

平成30年04月03日 普通株券 12,000 0.01 市場外 取得 9,020

平成30年04月04日 普通株券 12,000 0.01 市場外 取得 8,992

平成30年04月04日 普通株券 6,000 0.00 市場外 処分 8,980

平成30年04月05日 普通株券 10,600 0.01 市場外 取得 9,220

平成30年04月05日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 9,214

平成30年04月06日 普通株券 5,600 0.00 市場外 取得 9,180

平成30年04月06日 普通株券 1,200 0.00 市場外 処分 9,419

平成30年04月09日 普通株券 13,600 0.01 市場外 取得 9,440

平成30年04月10日 普通株券 30,700 0.02 市場外 取得 9,660

平成30年04月10日 普通株券 15,300 0.01 市場外 処分 9,660

平成30年04月11日 普通株券 33,100 0.03 市場外 取得 9,230

平成30年04月11日 普通株券 2,700 0.00 市場外 処分 9,142

平成30年04月12日 普通株券 6,000 0.00 市場外 取得 8,970

平成30年04月12日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 9,240

平成30年04月13日 普通株券 36,400 0.03 市場外 取得 9,240

平成30年04月13日 普通株券 64,600 0.05 市場外 処分 9,236

平成30年04月16日 普通株券 4,200 0.00 市場内 処分

平成30年04月16日 普通株券 400 0.00 市場外 取得 9,130

平成30年04月17日 普通株券 3,600 0.00 市場外 取得 9,390

平成30年04月18日 普通株券 31,000 0.02 市場外 取得 9,760

平成30年04月18日 普通株券 118,100 0.09 市場外 処分 9,760

平成30年04月19日 普通株券 2,400 0.00 市場外 取得 10,020

平成30年04月19日 普通株券 1,400 0.00 市場外 処分 9,938

平成30年04月20日 普通株券 33,100 0.03 市場外 取得 9,900

平成30年04月20日 普通株券 6,200 0.00 市場外 処分 9,902

平成30年04月23日 普通株券 6,200 0.00 市場外 処分 10,001

平成30年04月24日 普通株券 3,300 0.00 市場外 取得 10,040

平成30年04月24日 普通株券 32,100 0.03 市場外 処分 10,359

平成30年04月25日 普通株券 10,000 0.01 市場外 処分 10,390

平成30年04月26日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 10,458

平成30年04月26日 普通株券 2,200 0.00 市場外 処分 10,418

（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573,900株、機関投資家等へ7,800,200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）

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円） 82,099,093

上記（Y）の内訳 顧客資金

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 82,099,093

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） ノムラ　セキュリテーズインターナショナル（ＮＯＭＵＲＡ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ，Ｉ

ｎｃ．）

（４） 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） 2,826,277 11,474,999

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 2,826,277 P Q 11,474,999

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 1,476,596

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 12,824,680

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）

（平成30年4月26日現在）
V 126,712,313

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
10.12

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
9.04

（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 765,339 0.60

ノムラ　インターナショナル　ピーエル

シー（ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩ

ＯＮＡＬ　ＰＬＣ）

1,156,442 0.91

ノムラ　セキュリテーズインターナショナ

ル（ＮＯＭＵＲＡ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥ

Ｓ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ，Ｉｎ

ｃ．）

1,800 0

野村アセットマネジメント株式会社 10,901,099 8.60

合計 12,824,680 10.12
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