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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 トレンドマイクロ株式会社

証券コード 4704

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） 849,629

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 849,629 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 689,865

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 159,764

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、98,000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98,000株）です。

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（令和2年4月17日現在）
V 140,521,704

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.11

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.11

（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2年2月18日 普通株券 6,800 0.00 市場内 取得

令和2年2月18日 普通株券 4,200 0.00 市場内 処分

令和2年2月18日 普通株券 3,900 0.00 市場外 取得 5,923

令和2年2月18日 普通株券 8,887 0.01 市場外 取得 貸借

令和2年2月18日 普通株券 1,000 0.00 市場外 処分 5,880

令和2年2月18日 普通株券 3,487 0.00 市場外 処分 貸借

令和2年2月19日 普通株券 4,700 0.00 市場内 取得
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令和2年2月19日 普通株券 21,700 0.02 市場内 処分

令和2年2月19日 普通株券 19,500 0.01 市場外 取得 5,883

令和2年2月19日 普通株券 14,400 0.01 市場外 取得 貸借

令和2年2月19日 普通株券 8,700 0.01 市場外 処分 5,891

令和2年2月20日 普通株券 3,500 0.00 市場内 取得

令和2年2月20日 普通株券 3,200 0.00 市場内 処分

令和2年2月20日 普通株券 8,900 0.01 市場外 取得 5,930

令和2年2月20日 普通株券 1,000 0.00 市場外 取得 貸借

令和2年2月20日 普通株券 12,100 0.01 市場外 処分 5,929

令和2年2月20日 普通株券 4,300 0.00 市場外 処分 貸借

令和2年2月21日 普通株券 2,300 0.00 市場内 取得

令和2年2月21日 普通株券 400 0.00 市場外 取得 5,869

令和2年2月21日 普通株券 26,400 0.02 市場外 取得 貸借

令和2年2月21日 普通株券 4,500 0.00 市場外 処分 5,890

令和2年2月25日 普通株券 2,800 0.00 市場内 取得

令和2年2月25日 普通株券 300 0.00 市場内 処分

令和2年2月25日 普通株券 4,000 0.00 市場外 取得 6,040

令和2年2月25日 普通株券 17,600 0.01 市場外 取得 貸借

令和2年2月25日 普通株券 321 0.00 市場外 処分 5,769

令和2年2月25日 普通株券 2,600 0.00 市場外 処分 貸借

令和2年2月25日 普通株券 4,200 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和2年2月26日 普通株券 800 0.00 市場内 取得

令和2年2月26日 普通株券 46,900 0.03 市場内 処分

令和2年2月26日 普通株券 900 0.00 市場外 取得 5,719

令和2年2月26日 普通株券 9,500 0.01 市場外 処分 5,735

令和2年2月27日 普通株券 3,400 0.00 市場内 取得

令和2年2月27日 普通株券 9,900 0.01 市場内 処分

令和2年2月27日 普通株券 2,000 0.00 市場外 取得 5,643

令和2年2月27日 普通株券 4,900 0.00 市場外 処分 5,645

令和2年2月28日 普通株券 22,700 0.02 市場内 取得

令和2年2月28日 普通株券 17,200 0.01 市場内 処分

令和2年2月28日 普通株券 28,600 0.02 市場外 取得 5,375

令和2年2月28日 普通株券 123,000 0.09 市場外 取得 貸借

令和2年2月28日 普通株券 14,529 0.01 市場外 処分 5,373

令和2年2月28日 普通株券 44,800 0.03 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ
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令和2年3月2日 普通株券 25,100 0.02 市場内 取得

令和2年3月2日 普通株券 11,000 0.01 市場内 処分

令和2年3月2日 普通株券 14,300 0.01 市場外 取得 5,369

令和2年3月2日 普通株券 37,600 0.03 市場外 取得 貸借

令和2年3月2日 普通株券 34,000 0.02 市場外 処分 5,400

令和2年3月3日 普通株券 400 0.00 市場内 取得

令和2年3月3日 普通株券 21,300 0.02 市場内 処分

令和2年3月3日 普通株券 15,800 0.01 市場外 取得 5,360

令和2年3月3日 普通株券 8,900 0.01 市場外 処分 5,334

令和2年3月3日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 貸借

令和2年3月4日 普通株券 10,100 0.01 市場内 取得

令和2年3月4日 普通株券 16,100 0.01 市場内 処分

令和2年3月4日 普通株券 14,500 0.01 市場外 取得 5,360

令和2年3月4日 普通株券 47,000 0.03 市場外 取得 貸借

令和2年3月4日 普通株券 20,600 0.01 市場外 処分 5,370

令和2年3月4日 普通株券 2,500 0.00 市場外 処分 貸借

令和2年3月5日 普通株券 1,100 0.00 市場内 取得

令和2年3月5日 普通株券 18,400 0.01 市場内 処分

令和2年3月5日 普通株券 20,975 0.01 市場外 取得 5,401

令和2年3月5日 普通株券 17,482 0.01 市場外 取得 貸借

令和2年3月5日 普通株券 10,800 0.01 市場外 処分 5,382

令和2年3月5日 普通株券 13,782 0.01 市場外 処分 貸借

令和2年3月5日 普通株券 950 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和2年3月6日 普通株券 18,700 0.01 市場内 取得

令和2年3月6日 普通株券 15,700 0.01 市場内 処分

令和2年3月6日 普通株券 9,200 0.01 市場外 取得 5,286

令和2年3月6日 普通株券 46,500 0.03 市場外 取得 貸借

令和2年3月6日 普通株券 2,900 0.00 市場外 処分 5,297

令和2年3月9日 普通株券 18,300 0.01 市場内 取得

令和2年3月9日 普通株券 500 0.00 市場内 処分

令和2年3月9日 普通株券 12,700 0.01 市場外 取得 5,051

令和2年3月9日 普通株券 119,600 0.09 市場外 処分 5,416

令和2年3月9日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 貸借

令和2年3月10日 普通株券 15,500 0.01 市場内 取得

令和2年3月10日 普通株券 7,400 0.01 市場内 処分
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令和2年3月10日 普通株券 3,300 0.00 市場外 取得 4,954

令和2年3月10日 普通株券 2,700 0.00 市場外 取得 貸借

令和2年3月10日 普通株券 10,928 0.01 市場外 処分 4,837

令和2年3月11日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

令和2年3月11日 普通株券 22,800 0.02 市場内 処分

令和2年3月11日 普通株券 26,700 0.02 市場外 取得 5,150

令和2年3月11日 普通株券 64,657 0.05 市場外 取得 貸借

令和2年3月11日 普通株券 13,000 0.01 市場外 処分 5,009

令和2年3月11日 普通株券 52,957 0.04 市場外 処分 貸借

令和2年3月11日 普通株券 7,600 0.01 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和2年3月12日 普通株券 1,600 0.00 市場内 取得

令和2年3月12日 普通株券 11,700 0.01 市場内 処分

令和2年3月12日 普通株券 1,000 0.00 市場外 取得 4,904

令和2年3月12日 普通株券 700,000 0.50 市場外 取得 貸借

令和2年3月12日 普通株券 14,600 0.01 市場外 処分 4,813

令和2年3月12日 普通株券 11,900 0.01 市場外 処分 貸借

令和2年3月12日 普通株券 15,000 0.01 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和2年3月13日 普通株券 11,800 0.01 市場内 取得

令和2年3月13日 普通株券 108,300 0.08 市場内 処分

令和2年3月13日 普通株券 98,530 0.07 市場外 取得 5,700

令和2年3月13日 普通株券 22,566 0.02 市場外 取得 貸借

令和2年3月13日 普通株券 1,364 0.00 市場外 処分 4,474

令和2年3月13日 普通株券 22,566 0.02 市場外 処分 貸借

令和2年3月13日 普通株券 7,570 0.01 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和2年3月16日 普通株券 3,900 0.00 市場内 取得

令和2年3月16日 普通株券 22,900 0.02 市場内 処分

令和2年3月16日 普通株券 2,000 0.00 市場外 取得 4,477

令和2年3月16日 普通株券 34,600 0.02 市場外 取得 貸借

令和2年3月16日 普通株券 27,300 0.02 市場外 処分 4,475

令和2年3月16日 普通株券 36,600 0.03 市場外 処分 貸借

令和2年3月16日 普通株券 7,676 0.01 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和2年3月17日 普通株券 7,800 0.01 市場内 取得

令和2年3月17日 普通株券 19,700 0.01 市場内 処分

令和2年3月17日 普通株券 54,199 0.04 市場外 取得 4,439

令和2年3月17日 普通株券 24,398 0.02 市場外 取得 貸借
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令和2年3月17日 普通株券 700 0.00 市場外 処分 4,401

令和2年3月17日 普通株券 17,298 0.01 市場外 処分 貸借

令和2年3月18日 普通株券 4,200 0.00 市場内 取得

令和2年3月18日 普通株券 24,300 0.02 市場内 処分

令和2年3月18日 普通株券 4,800 0.00 市場外 取得 4,323

令和2年3月18日 普通株券 24,100 0.02 市場外 取得 貸借

令和2年3月18日 普通株券 11,889 0.01 市場外 処分 4,273

令和2年3月18日 普通株券 21,900 0.02 市場外 処分 貸借

令和2年3月19日 普通株券 9,700 0.01 市場内 取得

令和2年3月19日 普通株券 61,000 0.04 市場内 処分

令和2年3月19日 普通株券 119,799 0.09 市場外 取得 3,829

令和2年3月19日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 貸借

令和2年3月19日 普通株券 22,600 0.02 市場外 処分 3,847

令和2年3月23日 普通株券 15,100 0.01 市場内 取得

令和2年3月23日 普通株券 25,800 0.02 市場内 処分

令和2年3月23日 普通株券 2,581 0.00 市場外 取得 4,285

令和2年3月23日 普通株券 24,689 0.02 市場外 取得 貸借

令和2年3月23日 普通株券 2,100 0.00 市場外 処分 4,299

令和2年3月23日 普通株券 24,689 0.02 市場外 処分 貸借

令和2年3月24日 普通株券 39,600 0.03 市場内 取得

令和2年3月24日 普通株券 30,100 0.02 市場内 処分

令和2年3月24日 普通株券 6,010 0.00 市場外 取得 4,620

令和2年3月24日 普通株券 8,400 0.01 市場外 処分 4,645

令和2年3月25日 普通株券 107,300 0.08 市場内 取得

令和2年3月25日 普通株券 1,800 0.00 市場内 処分

令和2年3月25日 普通株券 5,066 0.00 市場外 取得 5,279

令和2年3月25日 普通株券 134 0.00 市場外 取得 貸借

令和2年3月25日 普通株券 15,324 0.01 市場外 処分 5,279

令和2年3月25日 普通株券 34 0.00 市場外 処分 貸借

令和2年3月26日 普通株券 19,300 0.01 市場内 取得

令和2年3月26日 普通株券 18,800 0.01 市場内 処分

令和2年3月26日 普通株券 4,300 0.00 市場外 取得 4,911

令和2年3月26日 普通株券 2,600 0.00 市場外 処分 4,915

令和2年3月26日 普通株券 1,200 0.00 市場外 処分 貸借

令和2年3月27日 普通株券 101,600 0.07 市場内 取得
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令和2年3月27日 普通株券 1,500 0.00 市場内 処分

令和2年3月27日 普通株券 6,000 0.00 市場外 取得 5,270

令和2年3月27日 普通株券 106,800 0.08 市場外 処分 5,671

令和2年3月30日 普通株券 3,300 0.00 市場内 取得

令和2年3月30日 普通株券 28,100 0.02 市場内 処分

令和2年3月30日 普通株券 2,495 0.00 市場外 取得 5,379

令和2年3月30日 普通株券 6,800 0.00 市場外 処分 5,387

令和2年3月31日 普通株券 2,500 0.00 市場内 取得

令和2年3月31日 普通株券 23,900 0.02 市場内 処分

令和2年3月31日 普通株券 92 0.00 市場外 取得 5,323

令和2年3月31日 普通株券 4,300 0.00 市場外 処分 5,346

令和2年4月1日 普通株券 5,500 0.00 市場内 取得

令和2年4月1日 普通株券 80,300 0.06 市場内 処分

令和2年4月1日 普通株券 1,300 0.00 市場外 取得 5,030

令和2年4月1日 普通株券 29,777 0.02 市場外 取得 貸借

令和2年4月1日 普通株券 2,700 0.00 市場外 処分 5,133

令和2年4月1日 普通株券 31,777 0.02 市場外 処分 貸借

令和2年4月2日 普通株券 3,100 0.00 市場内 取得

令和2年4月2日 普通株券 22,500 0.02 市場内 処分

令和2年4月2日 普通株券 400 0.00 市場外 取得 4,968

令和2年4月2日 普通株券 29,200 0.02 市場外 取得 貸借

令和2年4月2日 普通株券 4,000 0.00 市場外 処分 4,935

令和2年4月2日 普通株券 29,600 0.02 市場外 処分 貸借

令和2年4月3日 普通株券 12,500 0.01 市場内 取得

令和2年4月3日 普通株券 108,400 0.08 市場内 処分

令和2年4月3日 普通株券 98,800 0.07 市場外 取得 4,894

令和2年4月3日 普通株券 104,836 0.07 市場外 取得 貸借

令和2年4月3日 普通株券 33,600 0.02 市場外 処分 4,831

令和2年4月3日 普通株券 105,136 0.07 市場外 処分 貸借

令和2年4月6日 普通株券 6,300 0.00 市場内 取得

令和2年4月6日 普通株券 24,200 0.02 市場内 処分

令和2年4月6日 普通株券 5,100 0.00 市場外 取得 4,865

令和2年4月6日 普通株券 85,200 0.06 市場外 取得 貸借

令和2年4月6日 普通株券 7,200 0.01 市場外 処分 4,883

令和2年4月6日 普通株券 150,000 0.11 市場外 処分 貸借
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令和2年4月7日 普通株券 7,400 0.01 市場内 取得

令和2年4月7日 普通株券 30,100 0.02 市場内 処分

令和2年4月7日 普通株券 6,200 0.00 市場外 取得 4,842

令和2年4月7日 普通株券 59,064 0.04 市場外 取得 貸借

令和2年4月7日 普通株券 11,400 0.01 市場外 処分 4,855

令和2年4月7日 普通株券 98,164 0.07 市場外 処分 貸借

令和2年4月8日 普通株券 6,800 0.00 市場内 取得

令和2年4月8日 普通株券 9,100 0.01 市場内 処分

令和2年4月8日 普通株券 700 0.00 市場外 取得 4,733

令和2年4月8日 普通株券 36,300 0.03 市場外 取得 貸借

令和2年4月8日 普通株券 6,200 0.00 市場外 処分 4,800

令和2年4月8日 普通株券 53,500 0.04 市場外 処分 貸借

令和2年4月9日 普通株券 16,600 0.01 市場内 取得

令和2年4月9日 普通株券 4,100 0.00 市場内 処分

令和2年4月9日 普通株券 8,000 0.01 市場外 取得 4,835

令和2年4月9日 普通株券 36,400 0.03 市場外 取得 貸借

令和2年4月9日 普通株券 18,500 0.01 市場外 処分 4,835

令和2年4月9日 普通株券 35,100 0.02 市場外 処分 貸借

令和2年4月10日 普通株券 20,100 0.01 市場内 取得

令和2年4月10日 普通株券 10,900 0.01 市場内 処分

令和2年4月10日 普通株券 2,000 0.00 市場外 取得 4,831

令和2年4月10日 普通株券 11,500 0.01 市場外 取得 貸借

令和2年4月10日 普通株券 9,900 0.01 市場外 処分 4,865

令和2年4月10日 普通株券 13,700 0.01 市場外 処分 貸借

令和2年4月13日 普通株券 1,500 0.00 市場内 取得

令和2年4月13日 普通株券 21,200 0.02 市場内 処分

令和2年4月13日 普通株券 2,500 0.00 市場外 取得 4,744

令和2年4月13日 普通株券 2,200 0.00 市場外 取得 貸借

令和2年4月13日 普通株券 22,100 0.02 市場外 処分 4,725

令和2年4月13日 普通株券 700 0.00 市場外 処分 貸借

令和2年4月14日 普通株券 1,700 0.00 市場内 取得

令和2年4月14日 普通株券 7,300 0.01 市場内 処分

令和2年4月14日 普通株券 5,900 0.00 市場外 取得 4,865

令和2年4月14日 普通株券 3,900 0.00 市場外 処分 4,867

令和2年4月14日 普通株券 1,500 0.00 市場外 処分 貸借
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令和2年4月15日 普通株券 18,200 0.01 市場内 取得

令和2年4月15日 普通株券 8,700 0.01 市場内 処分

令和2年4月15日 普通株券 10,700 0.01 市場外 取得 4,954

令和2年4月15日 普通株券 24,900 0.02 市場外 取得 貸借

令和2年4月15日 普通株券 1,200 0.00 市場外 処分 4,965

令和2年4月15日 普通株券 31,700 0.02 市場外 処分 貸借

令和2年4月16日 普通株券 900 0.00 市場内 取得

令和2年4月16日 普通株券 4,700 0.00 市場内 処分

令和2年4月16日 普通株券 8,400 0.01 市場外 取得 4,931

令和2年4月16日 普通株券 40,300 0.03 市場外 取得 貸借

令和2年4月16日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 4,923

令和2年4月17日 普通株券 300 0.00 市場内 取得

令和2年4月17日 普通株券 19,000 0.01 市場内 処分

令和2年4月17日 普通株券 6,400 0.00 市場外 取得 4,988

令和2年4月17日 普通株券 10,864 0.01 市場外 取得 貸借

令和2年4月17日 普通株券 6,300 0.00 市場外 処分 5,025

令和2年4月17日 普通株券 37,564 0.03 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720,300株、ノムラ　インターナショナル　ピーエルシー（Ｎ

ＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ）から131,869株、機関投資家等から235,600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591,865株、機関投資家等へ171,200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） 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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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） 744,865

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
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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 744,865 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 131,869

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 612,996

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、98,000株は株券を取得するオプションです。

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（令和2年4月17日現在）
V 140,521,704

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.44

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.49

（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2年2月18日 普通株券 65,000 0.05 市場内 取得

令和2年2月18日 普通株券 71,800 0.05 市場内 処分

令和2年2月18日 普通株券 42,300 0.03 市場外 取得 5,886

令和2年2月18日 普通株券 1,500 0.00 市場外 取得 貸借

令和2年2月18日 普通株券 36,500 0.03 市場外 処分 5,888

令和2年2月18日 普通株券 3,487 0.00 市場外 処分 貸借

令和2年2月19日 普通株券 180,400 0.13 市場内 取得

令和2年2月19日 普通株券 176,500 0.13 市場内 処分

令和2年2月19日 普通株券 107,600 0.08 市場外 取得 5,864

令和2年2月19日 普通株券 9,387 0.01 市場外 取得 貸借

令和2年2月19日 普通株券 100,900 0.07 市場外 処分 5,871

令和2年2月19日 普通株券 2,500 0.00 市場外 処分 貸借

令和2年2月20日 普通株券 116,400 0.08 市場内 取得
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令和2年2月20日 普通株券 116,000 0.08 市場内 処分

令和2年2月20日 普通株券 60,900 0.04 市場外 取得 5,938

令和2年2月20日 普通株券 2,500 0.00 市場外 取得 貸借

令和2年2月20日 普通株券 74,600 0.05 市場外 処分 5,945

令和2年2月20日 普通株券 3,800 0.00 市場外 処分 貸借

令和2年2月21日 普通株券 107,300 0.08 市場内 取得

令和2年2月21日 普通株券 89,200 0.06 市場内 処分

令和2年2月21日 普通株券 38,600 0.03 市場外 取得 5,869

令和2年2月21日 普通株券 30,800 0.02 市場外 取得 貸借

令和2年2月21日 普通株券 37,500 0.03 市場外 処分 5,872

令和2年2月21日 普通株券 8,400 0.01 市場外 処分 貸借

令和2年2月25日 普通株券 125,000 0.09 市場内 取得

令和2年2月25日 普通株券 134,600 0.10 市場内 処分

令和2年2月25日 普通株券 55,600 0.04 市場外 取得 5,769

令和2年2月25日 普通株券 25,200 0.02 市場外 取得 貸借

令和2年2月25日 普通株券 55,600 0.04 市場外 処分 5,773

令和2年2月25日 普通株券 6,100 0.00 市場外 処分 貸借

令和2年2月25日 普通株券 4,200 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和2年2月26日 普通株券 123,400 0.09 市場内 取得

令和2年2月26日 普通株券 154,700 0.11 市場内 処分

令和2年2月26日 普通株券 43,100 0.03 市場外 取得 5,714

令和2年2月26日 普通株券 8,600 0.01 市場外 取得 貸借

令和2年2月26日 普通株券 47,600 0.03 市場外 処分 5,716

令和2年2月26日 普通株券 3,700 0.00 市場外 処分 貸借

令和2年2月27日 普通株券 194,800 0.14 市場内 取得

令和2年2月27日 普通株券 246,000 0.18 市場内 処分

令和2年2月27日 普通株券 55,500 0.04 市場外 取得 5,658

令和2年2月27日 普通株券 6,979 0.00 市場外 取得 貸借

令和2年2月27日 普通株券 60,600 0.04 市場外 処分 5,661

令和2年2月27日 普通株券 5,100 0.00 市場外 処分 貸借

令和2年2月28日 普通株券 224,800 0.16 市場内 取得

令和2年2月28日 普通株券 222,900 0.16 市場内 処分

令和2年2月28日 普通株券 88,800 0.06 市場外 取得 5,389

令和2年2月28日 普通株券 68,900 0.05 市場外 取得 貸借

令和2年2月28日 普通株券 79,400 0.06 市場外 処分 5,395
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令和2年2月28日 普通株券 2,100 0.00 市場外 処分 貸借

令和2年2月28日 普通株券 44,800 0.03 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和2年3月2日 普通株券 235,500 0.17 市場内 取得

令和2年3月2日 普通株券 286,300 0.20 市場内 処分

令和2年3月2日 普通株券 66,000 0.05 市場外 取得 5,342

令和2年3月2日 普通株券 24,921 0.02 市場外 取得 貸借

令和2年3月2日 普通株券 60,100 0.04 市場外 処分 5,347

令和2年3月2日 普通株券 5,000 0.00 市場外 処分 貸借

令和2年3月2日 普通株券 299 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和2年3月3日 普通株券 216,600 0.15 市場内 取得

令和2年3月3日 普通株券 212,500 0.15 市場内 処分

令和2年3月3日 普通株券 67,500 0.05 市場外 取得 5,386

令和2年3月3日 普通株券 9,800 0.01 市場外 取得 貸借

令和2年3月3日 普通株券 64,300 0.05 市場外 処分 5,388

令和2年3月3日 普通株券 9,300 0.01 市場外 処分 貸借

令和2年3月4日 普通株券 138,600 0.10 市場内 取得

令和2年3月4日 普通株券 183,200 0.13 市場内 処分

令和2年3月4日 普通株券 72,400 0.05 市場外 取得 5,382

令和2年3月4日 普通株券 29,900 0.02 市場外 取得 貸借

令和2年3月4日 普通株券 63,800 0.05 市場外 処分 5,383

令和2年3月5日 普通株券 112,000 0.08 市場内 取得

令和2年3月5日 普通株券 97,500 0.07 市場内 処分

令和2年3月5日 普通株券 57,375 0.04 市場外 取得 5,402

令和2年3月5日 普通株券 2,600 0.00 市場外 取得 貸借

令和2年3月5日 普通株券 49,175 0.03 市場外 処分 5,405

令和2年3月5日 普通株券 13,782 0.01 市場外 処分 貸借

令和2年3月5日 普通株券 950 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和2年3月6日 普通株券 111,300 0.08 市場内 取得

令和2年3月6日 普通株券 115,300 0.08 市場内 処分

令和2年3月6日 普通株券 72,700 0.05 市場外 取得 5,297

令和2年3月6日 普通株券 37,682 0.03 市場外 取得 貸借

令和2年3月6日 普通株券 71,200 0.05 市場外 処分 5,296

令和2年3月6日 普通株券 5,800 0.00 市場外 処分 貸借

令和2年3月9日 普通株券 160,300 0.11 市場内 取得

令和2年3月9日 普通株券 171,000 0.12 市場内 処分
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令和2年3月9日 普通株券 133,100 0.09 市場外 取得 5,384

令和2年3月9日 普通株券 3,200 0.00 市場外 取得 貸借

令和2年3月9日 普通株券 147,500 0.10 市場外 処分 5,352

令和2年3月9日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 貸借

令和2年3月10日 普通株券 307,500 0.22 市場内 取得

令和2年3月10日 普通株券 254,300 0.18 市場内 処分

令和2年3月10日 普通株券 66,400 0.05 市場外 取得 4,912

令和2年3月10日 普通株券 12,950 0.01 市場外 取得 貸借

令和2年3月10日 普通株券 65,700 0.05 市場外 処分 4,910

令和2年3月10日 普通株券 11,500 0.01 市場外 処分 貸借

令和2年3月11日 普通株券 189,500 0.13 市場内 取得

令和2年3月11日 普通株券 164,500 0.12 市場内 処分

令和2年3月11日 普通株券 48,600 0.03 市場外 取得 5,072

令和2年3月11日 普通株券 41,900 0.03 市場外 取得 貸借

令和2年3月11日 普通株券 53,900 0.04 市場外 処分 5,066

令和2年3月11日 普通株券 42,600 0.03 市場外 処分 貸借

令和2年3月11日 普通株券 7,600 0.01 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和2年3月12日 普通株券 279,800 0.20 市場内 取得

令和2年3月12日 普通株券 263,700 0.19 市場内 処分

令和2年3月12日 普通株券 68,400 0.05 市場外 取得 4,842

令和2年3月12日 普通株券 679,015 0.48 市場外 取得 貸借

令和2年3月12日 普通株券 78,300 0.06 市場外 処分 4,861

令和2年3月12日 普通株券 15,000 0.01 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和2年3月13日 普通株券 299,800 0.21 市場内 取得

令和2年3月13日 普通株券 282,100 0.20 市場内 処分

令和2年3月13日 普通株券 137,130 0.10 市場外 取得 5,358

令和2年3月13日 普通株券 141,330 0.10 市場外 処分 5,327

令和2年3月13日 普通株券 22,566 0.02 市場外 処分 貸借

令和2年3月13日 普通株券 103,970 0.07 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和2年3月16日 普通株券 190,400 0.14 市場内 取得

令和2年3月16日 普通株券 162,100 0.12 市場内 処分

令和2年3月16日 普通株券 48,100 0.03 市場外 取得 4,618

令和2年3月16日 普通株券 28,700 0.02 市場外 処分 4,605

令和2年3月16日 普通株券 34,500 0.02 市場外 処分 貸借

令和2年3月16日 普通株券 7,676 0.01 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ
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令和2年3月17日 普通株券 212,000 0.15 市場内 取得

令和2年3月17日 普通株券 118,600 0.08 市場内 処分

令和2年3月17日 普通株券 53,700 0.04 市場外 取得 4,480

令和2年3月17日 普通株券 49,700 0.04 市場外 処分 4,481

令和2年3月17日 普通株券 17,298 0.01 市場外 処分 貸借

令和2年3月18日 普通株券 269,800 0.19 市場内 取得

令和2年3月18日 普通株券 257,600 0.18 市場内 処分

令和2年3月18日 普通株券 40,400 0.03 市場外 取得 4,252

令和2年3月18日 普通株券 28,400 0.02 市場外 処分 4,244

令和2年3月18日 普通株券 21,900 0.02 市場外 処分 貸借

令和2年3月19日 普通株券 281,200 0.20 市場内 取得

令和2年3月19日 普通株券 313,700 0.22 市場内 処分

令和2年3月19日 普通株券 80,900 0.06 市場外 取得 3,899

令和2年3月19日 普通株券 89,100 0.06 市場外 処分 3,894

令和2年3月19日 普通株券 900 0.00 市場外 処分 貸借

令和2年3月23日 普通株券 296,800 0.21 市場内 取得

令和2年3月23日 普通株券 425,000 0.30 市場内 処分

令和2年3月23日 普通株券 96,800 0.07 市場外 取得 4,216

令和2年3月23日 普通株券 63,800 0.05 市場外 処分 4,250

令和2年3月23日 普通株券 24,689 0.02 市場外 処分 貸借

令和2年3月24日 普通株券 210,900 0.15 市場内 取得

令和2年3月24日 普通株券 301,600 0.21 市場内 処分

令和2年3月24日 普通株券 49,400 0.04 市場外 取得 4,560

令和2年3月24日 普通株券 43,199 0.03 市場外 取得 貸借

令和2年3月24日 普通株券 51,700 0.04 市場外 処分 4,561

令和2年3月25日 普通株券 254,200 0.18 市場内 取得

令和2年3月25日 普通株券 275,500 0.20 市場内 処分

令和2年3月25日 普通株券 62,800 0.04 市場外 取得 5,128

令和2年3月25日 普通株券 24,466 0.02 市場外 取得 貸借

令和2年3月25日 普通株券 91,400 0.07 市場外 処分 5,155

令和2年3月25日 普通株券 2,900 0.00 市場外 処分 貸借

令和2年3月26日 普通株券 214,300 0.15 市場内 取得

令和2年3月26日 普通株券 250,900 0.18 市場内 処分

令和2年3月26日 普通株券 80,200 0.06 市場外 取得 4,990

令和2年3月26日 普通株券 38,354 0.03 市場外 取得 貸借
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令和2年3月26日 普通株券 43,400 0.03 市場外 処分 4,992

令和2年3月27日 普通株券 187,900 0.13 市場内 取得

令和2年3月27日 普通株券 261,100 0.19 市場内 処分

令和2年3月27日 普通株券 154,500 0.11 市場外 取得 5,547

令和2年3月27日 普通株券 90,542 0.06 市場外 取得 貸借

令和2年3月27日 普通株券 155,000 0.11 市場外 処分 5,545

令和2年3月30日 普通株券 148,400 0.11 市場内 取得

令和2年3月30日 普通株券 165,100 0.12 市場内 処分

令和2年3月30日 普通株券 60,900 0.04 市場外 取得 5,307

令和2年3月30日 普通株券 2,400 0.00 市場外 取得 貸借

令和2年3月30日 普通株券 50,900 0.04 市場外 処分 5,320

令和2年3月31日 普通株券 122,500 0.09 市場内 取得

令和2年3月31日 普通株券 141,000 0.10 市場内 処分

令和2年3月31日 普通株券 71,100 0.05 市場外 取得 5,357

令和2年3月31日 普通株券 13,500 0.01 市場外 取得 貸借

令和2年3月31日 普通株券 43,200 0.03 市場外 処分 5,365

令和2年3月31日 普通株券 1,000 0.00 市場外 処分 貸借

令和2年4月1日 普通株券 151,000 0.11 市場内 取得

令和2年4月1日 普通株券 140,700 0.10 市場内 処分

令和2年4月1日 普通株券 57,500 0.04 市場外 取得 5,139

令和2年4月1日 普通株券 34,000 0.02 市場外 処分 5,134

令和2年4月1日 普通株券 29,777 0.02 市場外 処分 貸借

令和2年4月2日 普通株券 206,900 0.15 市場内 取得

令和2年4月2日 普通株券 144,600 0.10 市場内 処分

令和2年4月2日 普通株券 85,300 0.06 市場外 取得 4,969

令和2年4月2日 普通株券 64,900 0.05 市場外 処分 4,990

令和2年4月2日 普通株券 29,200 0.02 市場外 処分 貸借

令和2年4月3日 普通株券 127,900 0.09 市場内 取得

令和2年4月3日 普通株券 76,600 0.05 市場内 処分

令和2年4月3日 普通株券 40,300 0.03 市場外 取得 4,855

令和2年4月3日 普通株券 1,100 0.00 市場外 取得 貸借

令和2年4月3日 普通株券 34,700 0.02 市場外 処分 4,862

令和2年4月3日 普通株券 104,636 0.07 市場外 処分 貸借

令和2年4月6日 普通株券 204,900 0.15 市場内 取得

令和2年4月6日 普通株券 159,300 0.11 市場内 処分
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令和2年4月6日 普通株券 45,800 0.03 市場外 取得 4,872

令和2年4月6日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 貸借

令和2年4月6日 普通株券 34,800 0.02 市場外 処分 4,877

令和2年4月6日 普通株券 84,700 0.06 市場外 処分 貸借

令和2年4月6日 普通株券 37,101 0.03 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

令和2年4月7日 普通株券 146,100 0.10 市場内 取得

令和2年4月7日 普通株券 174,600 0.12 市場内 処分

令和2年4月7日 普通株券 28,400 0.02 市場外 取得 4,825

令和2年4月7日 普通株券 1,400 0.00 市場外 取得 貸借

令和2年4月7日 普通株券 27,700 0.02 市場外 処分 4,823

令和2年4月7日 普通株券 58,964 0.04 市場外 処分 貸借

令和2年4月8日 普通株券 115,600 0.08 市場内 取得

令和2年4月8日 普通株券 117,900 0.08 市場内 処分

令和2年4月8日 普通株券 42,100 0.03 市場外 取得 4,748

令和2年4月8日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 貸借

令和2年4月8日 普通株券 32,600 0.02 市場外 処分 4,755

令和2年4月8日 普通株券 36,300 0.03 市場外 処分 貸借

令和2年4月9日 普通株券 80,400 0.06 市場内 取得

令和2年4月9日 普通株券 125,000 0.09 市場内 処分

令和2年4月9日 普通株券 24,600 0.02 市場外 取得 4,823

令和2年4月9日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 貸借

令和2年4月9日 普通株券 24,200 0.02 市場外 処分 4,825

令和2年4月9日 普通株券 35,100 0.02 市場外 処分 貸借

令和2年4月10日 普通株券 104,700 0.07 市場内 取得

令和2年4月10日 普通株券 110,500 0.08 市場内 処分

令和2年4月10日 普通株券 26,100 0.02 市場外 取得 4,835

令和2年4月10日 普通株券 20,900 0.01 市場外 処分 4,838

令和2年4月10日 普通株券 11,700 0.01 市場外 処分 貸借

令和2年4月13日 普通株券 98,900 0.07 市場内 取得

令和2年4月13日 普通株券 76,600 0.05 市場内 処分

令和2年4月13日 普通株券 24,700 0.02 市場外 取得 4,738

令和2年4月13日 普通株券 21,700 0.02 市場外 処分 4,743

令和2年4月13日 普通株券 700 0.00 市場外 処分 貸借

令和2年4月14日 普通株券 114,300 0.08 市場内 取得

令和2年4月14日 普通株券 158,600 0.11 市場内 処分
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令和2年4月14日 普通株券 40,700 0.03 市場外 取得 4,843

令和2年4月14日 普通株券 11,100 0.01 市場外 取得 貸借

令和2年4月14日 普通株券 34,300 0.02 市場外 処分 4,849

令和2年4月14日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 貸借

令和2年4月15日 普通株券 112,900 0.08 市場内 取得

令和2年4月15日 普通株券 124,700 0.09 市場内 処分

令和2年4月15日 普通株券 36,900 0.03 市場外 取得 4,952

令和2年4月15日 普通株券 900 0.00 市場外 取得 貸借

令和2年4月15日 普通株券 15,600 0.01 市場外 処分 4,950

令和2年4月15日 普通株券 24,836 0.02 市場外 処分 貸借

令和2年4月16日 普通株券 129,200 0.09 市場内 取得

令和2年4月16日 普通株券 140,700 0.10 市場内 処分

令和2年4月16日 普通株券 57,900 0.04 市場外 取得 4,941

令和2年4月16日 普通株券 35,200 0.03 市場外 取得 貸借

令和2年4月16日 普通株券 40,200 0.03 市場外 処分 4,943

令和2年4月16日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 貸借

令和2年4月17日 普通株券 130,700 0.09 市場内 取得

令和2年4月17日 普通株券 126,000 0.09 市場内 処分

令和2年4月17日 普通株券 197,100 0.14 市場外 取得 5,000

令和2年4月17日 普通株券 206,500 0.15 市場外 処分 5,003

令和2年4月17日 普通株券 9,464 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】

担保差入:504,500株

消費貸借契約により、野村證券株式会社から591,865株、機関投資家等から49,900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131,869株、機関投資家へ8,900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） 25,032

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） 25,032

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

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 中川　順子

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　望

月　洋幸

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。

（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） 14,675,500
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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 14,675,500

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 720,300

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 13,955,200

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2年4月17日現在）
V 140,521,704

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
9.93

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
9.89

（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2年2月18日 普通株券 14,900 0.01 市場内 処分

令和2年2月18日 普通株券 2,400 0.00 市場外 取得 5,950

令和2年2月18日 普通株券 1,500 0.00 市場外 処分 5,893

令和2年2月19日 普通株券 400 0.00 市場内 取得

令和2年2月19日 普通株券 9,500 0.01 市場内 処分

令和2年2月19日 普通株券 18,000 0.01 市場外 取得 5,880

令和2年2月19日 普通株券 4,500 0.00 市場外 処分 5,875

令和2年2月20日 普通株券 400 0.00 市場内 処分

令和2年2月20日 普通株券 2,000 0.00 市場外 取得 5,850
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令和2年2月20日 普通株券 5,400 0.00 市場外 処分 5,880

令和2年2月21日 普通株券 7,000 0.00 市場内 処分

令和2年2月21日 普通株券 21,000 0.01 市場外 取得 5,890

令和2年2月21日 普通株券 12,200 0.01 市場外 処分 5,870

令和2年2月25日 普通株券 4,800 0.00 市場外 取得 5,890

令和2年2月25日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 5,763

令和2年2月26日 普通株券 800 0.00 市場内 取得

令和2年2月26日 普通株券 6,100 0.00 市場外 取得 5,739

令和2年2月27日 普通株券 4,400 0.00 市場内 処分

令和2年2月27日 普通株券 65,100 0.05 市場外 取得 5,734

令和2年2月27日 普通株券 5,600 0.00 市場外 処分 5,643

令和2年2月28日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

令和2年2月28日 普通株券 4,000 0.00 市場内 処分

令和2年2月28日 普通株券 4,000 0.00 市場外 取得 5,526

令和2年2月28日 普通株券 8,100 0.01 市場外 処分 5,419

令和2年3月2日 普通株券 500 0.00 市場内 取得

令和2年3月2日 普通株券 78,000 0.06 市場外 取得 5,534

令和2年3月2日 普通株券 2,100 0.00 市場外 処分 5,366

令和2年3月3日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和2年3月3日 普通株券 26,400 0.02 市場外 取得 5,370

令和2年3月3日 普通株券 1,300 0.00 市場外 処分 5,382

令和2年3月4日 普通株券 14,700 0.01 市場外 取得 5,329

令和2年3月5日 普通株券 1,900 0.00 市場内 処分

令和2年3月5日 普通株券 48,000 0.03 市場外 取得 5,361

令和2年3月5日 普通株券 500 0.00 市場外 処分 5,385

令和2年3月6日 普通株券 3,000 0.00 市場内 取得

令和2年3月6日 普通株券 29,600 0.02 市場内 処分

令和2年3月6日 普通株券 22,200 0.02 市場外 取得 5,359

令和2年3月6日 普通株券 19,700 0.01 市場外 処分 5,303

令和2年3月9日 普通株券 7,100 0.01 市場内 取得

令和2年3月9日 普通株券 2,400 0.00 市場内 処分

令和2年3月9日 普通株券 3,900 0.00 市場外 取得 5,234

令和2年3月9日 普通株券 9,100 0.01 市場外 処分 5,248

令和2年3月10日 普通株券 5,200 0.00 市場内 取得

令和2年3月10日 普通株券 1,200 0.00 市場内 処分
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令和2年3月10日 普通株券 8,700 0.01 市場外 取得 4,896

令和2年3月10日 普通株券 6,000 0.00 市場外 処分 5,019

令和2年3月11日 普通株券 200 0.00 市場内 処分

令和2年3月11日 普通株券 7,200 0.01 市場外 取得 4,995

令和2年3月11日 普通株券 4,400 0.00 市場外 処分 5,065

令和2年3月12日 普通株券 300 0.00 市場内 取得

令和2年3月12日 普通株券 3,900 0.00 市場外 取得 4,896

令和2年3月12日 普通株券 4,100 0.00 市場外 処分 4,824

令和2年3月13日 普通株券 3,100 0.00 市場内 取得

令和2年3月13日 普通株券 27,200 0.02 市場外 取得 4,747

令和2年3月13日 普通株券 16,500 0.01 市場外 処分 4,635

令和2年3月16日 普通株券 1,800 0.00 市場内 取得

令和2年3月16日 普通株券 10,500 0.01 市場外 取得 4,606

令和2年3月16日 普通株券 26,100 0.02 市場外 処分 4,452

令和2年3月17日 普通株券 51,700 0.04 市場外 取得 4,460

令和2年3月18日 普通株券 16,500 0.01 市場外 取得 4,440

令和2年3月18日 普通株券 38,000 0.03 市場外 処分 4,337

令和2年3月19日 普通株券 300 0.00 市場内 処分

令和2年3月19日 普通株券 102,000 0.07 市場外 取得 4,115

令和2年3月19日 普通株券 900 0.00 市場外 処分 4,115

令和2年3月23日 普通株券 37,100 0.03 市場外 取得 3,893

令和2年3月23日 普通株券 3,100 0.00 市場外 処分 4,350

令和2年3月24日 普通株券 300 0.00 市場内 処分

令和2年3月24日 普通株券 23,600 0.02 市場外 取得 4,416

令和2年3月24日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 貸借

令和2年3月24日 普通株券 2,000 0.00 市場外 処分 4,645

令和2年3月25日 普通株券 1,200 0.00 市場内 処分

令和2年3月25日 普通株券 400 0.00 市場外 取得 4,645

令和2年3月25日 普通株券 20,500 0.01 市場外 処分 4,769

令和2年3月26日 普通株券 2,900 0.00 市場内 処分

令和2年3月26日 普通株券 9,400 0.01 市場外 取得 5,276

令和2年3月26日 普通株券 35,700 0.03 市場外 処分 5,106

令和2年3月27日 普通株券 20,500 0.01 市場外 取得 4,971

令和2年3月27日 普通株券 600 0.00 市場外 処分 4,970

令和2年3月30日 普通株券 900 0.00 市場内 処分
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令和2年3月30日 普通株券 1,700 0.00 市場外 取得 5,405

令和2年3月31日 普通株券 300 0.00 市場内 取得

令和2年3月31日 普通株券 3,400 0.00 市場外 取得 5,349

令和2年3月31日 普通株券 2,100 0.00 市場外 処分 5,400

令和2年4月1日 普通株券 8,000 0.01 市場外 取得 5,340

令和2年4月1日 普通株券 37,600 0.03 市場外 処分 5,194

令和2年4月2日 普通株券 200 0.00 市場内 取得

令和2年4月2日 普通株券 1,000 0.00 市場外 取得 4,999

令和2年4月2日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 4,942

令和2年4月3日 普通株券 22,800 0.02 市場外 取得 4,922

令和2年4月3日 普通株券 9,300 0.01 市場外 処分 4,913

令和2年4月6日 普通株券 500 0.00 市場内 取得

令和2年4月6日 普通株券 19,900 0.01 市場外 取得 4,836

令和2年4月6日 普通株券 1,400 0.00 市場外 処分 4,835

令和2年4月7日 普通株券 1,600 0.00 市場内 処分

令和2年4月7日 普通株券 29,300 0.02 市場外 取得 4,885

令和2年4月7日 普通株券 7,100 0.01 市場外 処分 4,832

令和2年4月8日 普通株券 800 0.00 市場内 取得

令和2年4月8日 普通株券 17,500 0.01 市場外 取得 4,855

令和2年4月8日 普通株券 6,700 0.00 市場外 処分 4,855

令和2年4月8日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 貸借

令和2年4月9日 普通株券 700 0.00 市場内 取得

令和2年4月9日 普通株券 57,900 0.04 市場外 取得 4,803

令和2年4月9日 普通株券 73,800 0.05 市場外 処分 4,800

令和2年4月10日 普通株券 12,900 0.01 市場外 取得 4,835

令和2年4月10日 普通株券 8,200 0.01 市場外 処分 4,835

令和2年4月13日 普通株券 200 0.00 市場内 処分

令和2年4月13日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 4,870

令和2年4月13日 普通株券 32,100 0.02 市場外 処分 4,856

令和2年4月14日 普通株券 300 0.00 市場内 取得

令和2年4月14日 普通株券 400 0.00 市場内 処分

令和2年4月14日 普通株券 22,400 0.02 市場外 取得 4,735

令和2年4月14日 普通株券 4,900 0.00 市場外 処分 4,798

令和2年4月15日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和2年4月15日 普通株券 9,100 0.01 市場外 取得 4,922
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令和2年4月15日 普通株券 4,600 0.00 市場外 処分 4,936

令和2年4月16日 普通株券 2,000 0.00 市場内 処分

令和2年4月16日 普通株券 36,000 0.03 市場外 取得 4,925

令和2年4月16日 普通株券 2,600 0.00 市場外 処分 4,934

令和2年4月17日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

令和2年4月17日 普通株券 11,800 0.01 市場外 取得 4,932

令和2年4月17日 普通株券 4,600 0.00 市場外 処分 4,967

（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720,300株、ゴールドマン・サックス証券株式会社へ1,239,200株、みずほ証券株式

会社へ379,500株、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社へ215,600株、バークレイズ証券株式会社へ54,300株、三菱ＵＦＪモル

ガン・スタンレー証券株式会社へ16,500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） 73,165,221

上記（Y）の内訳 顧客資金

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 73,165,221

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） 1,594,494 14,675,500
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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 1,594,494 P Q 14,675,500

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 1,542,034

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 14,727,960

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2年4月17日現在）
V 140,521,704

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
10.48

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
10.50

（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 159,764 0.11

ノムラ　インターナショナル　ピーエル

シー（ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩ

ＯＮＡＬ　ＰＬＣ）

612,996 0.44

野村アセットマネジメント株式会社 13,955,200 9.93

合計 14,727,960 10.48
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