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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 株式会社ファーストリテイリング

証券コード 9983

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京

第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人(株式会社)

氏名又は名称 野村證券株式会社

住所又は本店所在地 東京都中央区日本橋一丁目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） 303,527

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 303,527 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 222,509

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 81,018

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44,864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　ＩＮ

ＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ）から23,364株）です。

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成30年4月9日現在）
V 106,073,656

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.08

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.03

（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09日 普通株券 4,900 0.00 市場内 取得

平成30年02月09日 普通株券 5,700 0.01 市場内 処分

平成30年02月09日 普通株券 376 0.00 市場外 取得 41,472

平成30年02月09日 普通株券 110,280 0.10 市場外 取得 貸借

平成30年02月09日 普通株券 24,800 0.02 市場外 処分 41,441

平成30年02月09日 普通株券 188,580 0.18 市場外 処分 貸借

平成30年02月13日 普通株券 15,300 0.01 市場内 処分
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平成30年02月13日 普通株券 20,300 0.02 市場外 取得 42,064

平成30年02月13日 普通株券 111,910 0.11 市場外 取得 貸借

平成30年02月13日 普通株券 485 0.00 市場外 処分 41,703

平成30年02月13日 普通株券 197,110 0.19 市場外 処分 貸借

平成30年02月14日 普通株券 20,900 0.02 市場内 取得

平成30年02月14日 普通株券 12,200 0.01 市場内 処分

平成30年02月14日 普通株券 500 0.00 市場内 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

平成30年02月14日 普通株券 62,700 0.06 市場外 取得 40,947

平成30年02月14日 普通株券 8,300 0.01 市場外 処分 40,971

平成30年02月15日 普通株券 1,900 0.00 市場内 取得

平成30年02月15日 普通株券 4,000 0.00 市場内 処分

平成30年02月15日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 41,740

平成30年02月15日 普通株券 31,692 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年02月15日 普通株券 6,100 0.01 市場外 処分 41,805

平成30年02月15日 普通株券 33,192 0.03 市場外 処分 貸借

平成30年02月16日 普通株券 5,100 0.00 市場内 取得

平成30年02月16日 普通株券 19,800 0.02 市場内 処分

平成30年02月16日 普通株券 1,932 0.00 市場外 取得 42,429

平成30年02月16日 普通株券 4,600 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年02月16日 普通株券 1,000 0.00 市場外 処分 42,154

平成30年02月19日 普通株券 1,000 0.00 市場内 取得

平成30年02月19日 普通株券 8,100 0.01 市場内 処分

平成30年02月19日 普通株券 4,300 0.00 市場外 処分 43,650

平成30年02月19日 普通株券 55,000 0.05 市場外 処分 貸借

平成30年02月20日 普通株券 5,500 0.01 市場内 取得

平成30年02月20日 普通株券 6,500 0.01 市場内 処分

平成30年02月20日 普通株券 6,000 0.01 市場外 取得 42,710

平成30年02月20日 普通株券 13,600 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年02月20日 普通株券 3,700 0.00 市場外 処分 42,744

平成30年02月21日 普通株券 18,900 0.02 市場内 取得

平成30年02月21日 普通株券 3,900 0.00 市場内 処分

平成30年02月21日 普通株券 12,700 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年02月21日 普通株券 500 0.00 市場外 処分 42,785

平成30年02月22日 普通株券 800 0.00 市場内 取得

平成30年02月22日 普通株券 2,600 0.00 市場内 処分
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平成30年02月22日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 42,250

平成30年02月22日 普通株券 8,900 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年02月22日 普通株券 1,400 0.00 市場外 処分 42,243

平成30年02月22日 普通株券 9,700 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年02月23日 普通株券 1,800 0.00 市場内 取得

平成30年02月23日 普通株券 3,400 0.00 市場内 処分

平成30年02月23日 普通株券 14,200 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年02月23日 普通株券 2,100 0.00 市場外 処分 42,661

平成30年02月26日 普通株券 1,800 0.00 市場内 取得

平成30年02月26日 普通株券 1,200 0.00 市場内 処分

平成30年02月26日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 43,340

平成30年02月26日 普通株券 8,400 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年02月27日 普通株券 7,300 0.01 市場内 取得

平成30年02月27日 普通株券 2,000 0.00 市場内 処分

平成30年02月27日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 43,760

平成30年02月27日 普通株券 203,281 0.19 市場外 取得 貸借

平成30年02月27日 普通株券 1,100 0.00 市場外 処分 43,840

平成30年02月27日 普通株券 209,181 0.20 市場外 処分 貸借

平成30年02月28日 普通株券 3,300 0.00 市場内 取得

平成30年02月28日 普通株券 1,100 0.00 市場内 処分

平成30年02月28日 普通株券 1,612 0.00 市場外 取得 42,985

平成30年02月28日 普通株券 43,900 0.04 市場外 取得 貸借

平成30年02月28日 普通株券 34,405 0.03 市場外 処分 42,571

平成30年03月01日 普通株券 11,600 0.01 市場内 取得

平成30年03月01日 普通株券 1,000 0.00 市場内 処分

平成30年03月01日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 42,060

平成30年03月01日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 42,100

平成30年03月01日 普通株券 2,200 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年03月02日 普通株券 5,800 0.01 市場内 取得

平成30年03月02日 普通株券 6,300 0.01 市場内 処分

平成30年03月02日 普通株券 2,900 0.00 市場外 取得 41,082

平成30年03月02日 普通株券 32,595 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年03月02日 普通株券 5,700 0.01 市場外 処分 41,001

平成30年03月02日 普通株券 532 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年03月05日 普通株券 1,100 0.00 市場内 取得
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平成30年03月05日 普通株券 15,600 0.01 市場内 処分

平成30年03月05日 普通株券 1,200 0.00 市場外 取得 41,879

平成30年03月05日 普通株券 23,900 0.02 市場外 取得 貸借

平成30年03月05日 普通株券 800 0.00 市場外 処分 41,445

平成30年03月05日 普通株券 25,563 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年03月06日 普通株券 1,000 0.00 市場内 取得

平成30年03月06日 普通株券 29,500 0.03 市場内 処分

平成30年03月06日 普通株券 150,484 0.14 市場外 取得 43,099

平成30年03月06日 普通株券 153,000 0.14 市場外 処分 43,099

平成30年03月07日 普通株券 10,100 0.01 市場内 取得

平成30年03月07日 普通株券 2,200 0.00 市場内 処分

平成30年03月07日 普通株券 9,500 0.01 市場外 取得 42,506

平成30年03月07日 普通株券 49,632 0.05 市場外 取得 貸借

平成30年03月07日 普通株券 28,204 0.03 市場外 処分 42,470

平成30年03月07日 普通株券 26,732 0.03 市場外 処分 貸借

平成30年03月08日 普通株券 400 0.00 市場内 取得

平成30年03月08日 普通株券 2,200 0.00 市場内 処分

平成30年03月08日 普通株券 4,100 0.00 市場外 取得 42,270

平成30年03月08日 普通株券 28,200 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年03月08日 普通株券 2,157 0.00 市場外 処分 42,180

平成30年03月08日 普通株券 41,600 0.04 市場外 処分 貸借

平成30年03月09日 普通株券 98,600 0.09 市場内 取得

平成30年03月09日 普通株券 26,700 0.03 市場内 処分

平成30年03月09日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 42,830

平成30年03月09日 普通株券 158,504 0.15 市場外 取得 貸借

平成30年03月09日 普通株券 21,410 0.02 市場外 処分 33,712

平成30年03月09日 普通株券 302,804 0.29 市場外 処分 貸借

平成30年03月12日 普通株券 12,200 0.01 市場内 取得

平成30年03月12日 普通株券 8,600 0.01 市場内 処分

平成30年03月12日 普通株券 1,301 0.00 市場外 処分 42,950

平成30年03月13日 普通株券 5,200 0.00 市場内 取得

平成30年03月13日 普通株券 2,700 0.00 市場内 処分

平成30年03月13日 普通株券 6,000 0.01 市場外 取得 43,063

平成30年03月13日 普通株券 28,600 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年03月13日 普通株券 3 0.00 市場外 取得 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ
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平成30年03月13日 普通株券 27,200 0.03 市場外 処分 43,120

平成30年03月14日 普通株券 3,500 0.00 市場内 取得

平成30年03月14日 普通株券 10,900 0.01 市場内 処分

平成30年03月14日 普通株券 10,300 0.01 市場外 取得 42,239

平成30年03月14日 普通株券 10,000 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年03月14日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 42,100

平成30年03月14日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年03月15日 普通株券 1,100 0.00 市場内 取得

平成30年03月15日 普通株券 3,500 0.00 市場内 処分

平成30年03月15日 普通株券 12,160 0.01 市場外 取得 42,188

平成30年03月15日 普通株券 57,791 0.05 市場外 取得 貸借

平成30年03月15日 普通株券 79,301 0.07 市場外 処分 貸借

平成30年03月16日 普通株券 2,200 0.00 市場内 取得

平成30年03月16日 普通株券 900 0.00 市場内 処分

平成30年03月16日 普通株券 2,277 0.00 市場外 取得 41,928

平成30年03月16日 普通株券 9,636 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年03月16日 普通株券 251 0.00 市場外 処分 42,110

平成30年03月16日 普通株券 45,990 0.04 市場外 処分 貸借

平成30年03月16日 普通株券 123 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

平成30年03月19日 普通株券 1,300 0.00 市場内 取得

平成30年03月19日 普通株券 1,000 0.00 市場内 処分

平成30年03月19日 普通株券 700 0.00 市場外 取得 41,811

平成30年03月19日 普通株券 38,836 0.04 市場外 取得 貸借

平成30年03月19日 普通株券 4,200 0.00 市場外 処分 41,750

平成30年03月19日 普通株券 34,936 0.03 市場外 処分 貸借

平成30年03月20日 普通株券 200 0.00 市場内 取得

平成30年03月20日 普通株券 19,200 0.02 市場内 処分

平成30年03月20日 普通株券 36 0.00 市場外 取得 41,790

平成30年03月20日 普通株券 18,127 0.02 市場外 取得 貸借

平成30年03月20日 普通株券 1,000 0.00 市場外 処分 41,790

平成30年03月20日 普通株券 27,836 0.03 市場外 処分 貸借

平成30年03月22日 普通株券 3,400 0.00 市場内 取得

平成30年03月22日 普通株券 4,300 0.00 市場内 処分

平成30年03月22日 普通株券 35,500 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年03月22日 普通株券 4,800 0.00 市場外 処分 42,309
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平成30年03月22日 普通株券 13,800 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年03月23日 普通株券 19,300 0.02 市場内 取得

平成30年03月23日 普通株券 11,700 0.01 市場内 処分

平成30年03月23日 普通株券 13,600 0.01 市場外 取得 39,654

平成30年03月23日 普通株券 37,800 0.04 市場外 取得 貸借

平成30年03月23日 普通株券 18,127 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年03月26日 普通株券 10,100 0.01 市場内 取得

平成30年03月26日 普通株券 20,100 0.02 市場内 処分

平成30年03月26日 普通株券 32,070 0.03 市場外 取得 40,170

平成30年03月26日 普通株券 28,000 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年03月26日 普通株券 10,857 0.01 市場外 処分 40,126

平成30年03月27日 普通株券 3,300 0.00 市場内 取得

平成30年03月27日 普通株券 12,000 0.01 市場内 処分

平成30年03月27日 普通株券 185 0.00 市場外 取得 40,966

平成30年03月27日 普通株券 3,127 0.00 市場外 処分 40,910

平成30年03月27日 普通株券 4,200 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年03月27日 普通株券 4,200 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年03月28日 普通株券 8,500 0.01 市場内 取得

平成30年03月28日 普通株券 7,300 0.01 市場内 処分

平成30年03月28日 普通株券 40,100 0.04 市場外 取得 40,899

平成30年03月28日 普通株券 150,000 0.14 市場外 取得 貸借

平成30年03月29日 普通株券 7,900 0.01 市場内 処分

平成30年03月29日 普通株券 1,154 0.00 市場外 取得 41,911

平成30年03月29日 普通株券 1,363 0.00 市場外 処分 41,651

平成30年03月29日 普通株券 26,800 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年03月30日 普通株券 1,600 0.00 市場内 取得

平成30年03月30日 普通株券 9,300 0.01 市場内 処分

平成30年03月30日 普通株券 2,300 0.00 市場外 取得 43,162

平成30年03月30日 普通株券 25,900 0.02 市場外 処分 43,243

平成30年03月30日 普通株券 18,320 0.02 市場外 取得 貸借

平成30年03月30日 普通株券 18,320 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 13,800 0.01 市場内 処分

平成30年04月02日 普通株券 3,100 0.00 市場外 取得 43,436

平成30年04月02日 普通株券 800 0.00 市場外 処分 43,618
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平成30年04月02日 普通株券 17,632 0.02 市場外 取得 貸借

平成30年04月02日 普通株券 74,832 0.07 市場外 処分 貸借

平成30年04月03日 普通株券 7,400 0.01 市場内 取得

平成30年04月03日 普通株券 2,100 0.00 市場内 処分

平成30年04月03日 普通株券 6,400 0.01 市場外 取得 43,870

平成30年04月03日 普通株券 1,470 0.00 市場外 処分 43,440

平成30年04月03日 普通株券 7,972 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年04月03日 普通株券 7,972 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年04月04日 普通株券 3 0.00 市場外 取得 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

平成30年04月04日 普通株券 5,100 0.00 市場内 取得

平成30年04月04日 普通株券 6,500 0.01 市場内 処分

平成30年04月04日 普通株券 6,000 0.01 市場外 取得 45,200

平成30年04月04日 普通株券 1,539 0.00 市場外 処分 44,087

平成30年04月04日 普通株券 14,200 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年04月04日 普通株券 19,200 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年04月05日 普通株券 20,800 0.02 市場内 取得

平成30年04月05日 普通株券 1,800 0.00 市場内 処分

平成30年04月05日 普通株券 701 0.00 市場外 取得 46,190

平成30年04月05日 普通株券 6,251 0.01 市場外 処分 46,730

平成30年04月05日 普通株券 12,237 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年04月05日 普通株券 18,937 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年04月06日 普通株券 44,700 0.04 市場内 取得

平成30年04月06日 普通株券 2,100 0.00 市場内 処分

平成30年04月06日 普通株券 1,342 0.00 市場外 取得 46,263

平成30年04月06日 普通株券 1,000 0.00 市場外 処分 46,427

平成30年04月06日 普通株券 4,200 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年04月06日 普通株券 8,800 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年04月09日 普通株券 2,000 0.00 市場内 取得

平成30年04月09日 普通株券 1,200 0.00 市場内 処分

平成30年04月09日 普通株券 1,000 0.00 市場外 取得 46,620

平成30年04月09日 普通株券 800 0.00 市場外 処分 46,620

平成30年04月09日 普通株券 12,574 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年04月09日 普通株券 39,174 0.04 市場外 処分 貸借
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（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155,000株、機関投資家等から101,200株 借入れている。

消費貸借契約により、NOMURA INTERNATIONAL PLCへ199,145株、機関投資家等へ3,100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） 3,246

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） 3,246

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

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
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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） 234,146

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 234,146 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 12,500

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 221,646

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35,864株は株券を取得するオプション（内、野村證券株式会社から12,500株）です。

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成30年4月9日現在）
V 106,073,656

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.21
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直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.23

（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09日 普通株券 68,600 0.06 市場内 取得

平成30年02月09日 普通株券 37,700 0.04 市場内 処分

平成30年02月09日 普通株券 500 0.00 市場外 取得 41,467

平成30年02月09日 普通株券 900 0.00 市場外 処分 41,547

平成30年02月09日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年02月09日 普通株券 161,600 0.15 市場外 処分 貸借

平成30年02月13日 普通株券 52,000 0.05 市場内 取得

平成30年02月13日 普通株券 59,600 0.06 市場内 処分

平成30年02月13日 普通株券 3,900 0.00 市場外 取得 41,688

平成30年02月13日 普通株券 4,200 0.00 市場外 処分 41,565

平成30年02月13日 普通株券 1,300 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年02月13日 普通株券 111,910 0.11 市場外 処分 貸借

平成30年02月14日 普通株券 41,400 0.04 市場内 取得

平成30年02月14日 普通株券 53,600 0.05 市場内 処分

平成30年02月14日 普通株券 4,400 0.00 市場外 取得 40,861

平成30年02月14日 普通株券 4,500 0.00 市場外 処分 40,892

平成30年02月14日 普通株券 10,360 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年02月15日 普通株券 64,600 0.06 市場内 取得

平成30年02月15日 普通株券 72,000 0.07 市場内 処分

平成30年02月15日 普通株券 2,100 0.00 市場外 取得 41,767

平成30年02月15日 普通株券 2,900 0.00 市場外 処分 41,722

平成30年02月15日 普通株券 29,693 0.03 市場外 処分 貸借

平成30年02月16日 普通株券 57,000 0.05 市場内 取得

平成30年02月16日 普通株券 58,200 0.05 市場内 処分

平成30年02月16日 普通株券 4,232 0.00 市場外 取得 42,167

平成30年02月16日 普通株券 5,932 0.01 市場外 処分 42,228

平成30年02月16日 普通株券 7,967 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年02月16日 普通株券 62 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年02月16日 普通株券 132 0.00 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

平成30年02月19日 普通株券 60,900 0.06 市場内 取得

平成30年02月19日 普通株券 51,100 0.05 市場内 処分
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平成30年02月19日 普通株券 1,100 0.00 市場外 取得 43,536

平成30年02月19日 普通株券 1,700 0.00 市場外 処分 43,430

平成30年02月19日 普通株券 12,646 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年02月19日 普通株券 246 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年02月20日 普通株券 38,200 0.04 市場内 取得

平成30年02月20日 普通株券 53,200 0.05 市場内 処分

平成30年02月20日 普通株券 1,700 0.00 市場外 取得 43,057

平成30年02月20日 普通株券 1,500 0.00 市場外 処分 42,901

平成30年02月20日 普通株券 8,237 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年02月20日 普通株券 37 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年02月21日 普通株券 39,200 0.04 市場内 取得

平成30年02月21日 普通株券 46,100 0.04 市場内 処分

平成30年02月21日 普通株券 1,600 0.00 市場外 取得 42,828

平成30年02月21日 普通株券 1,600 0.00 市場外 処分 42,844

平成30年02月21日 普通株券 3,500 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年02月22日 普通株券 46,400 0.04 市場内 取得

平成30年02月22日 普通株券 38,800 0.04 市場内 処分

平成30年02月22日 普通株券 2,600 0.00 市場外 取得 42,235

平成30年02月22日 普通株券 2,700 0.00 市場外 処分 42,206

平成30年02月22日 普通株券 8,700 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年02月23日 普通株券 40,500 0.04 市場内 取得

平成30年02月23日 普通株券 46,000 0.04 市場内 処分

平成30年02月23日 普通株券 3,700 0.00 市場外 取得 42,402

平成30年02月23日 普通株券 1,500 0.00 市場外 処分 42,374

平成30年02月23日 普通株券 14,516 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年02月26日 普通株券 35,800 0.03 市場内 取得

平成30年02月26日 普通株券 39,100 0.04 市場内 処分

平成30年02月26日 普通株券 1,300 0.00 市場外 取得 43,290

平成30年02月26日 普通株券 1,000 0.00 市場外 処分 43,245

平成30年02月26日 普通株券 6,381 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年02月27日 普通株券 35,500 0.03 市場内 取得

平成30年02月27日 普通株券 52,400 0.05 市場内 処分

平成30年02月27日 普通株券 2,500 0.00 市場外 取得 43,857

平成30年02月27日 普通株券 1,100 0.00 市場外 処分 43,878

平成30年02月27日 普通株券 3,400 0.00 市場外 取得 貸借
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平成30年02月27日 普通株券 10,781 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年02月28日 普通株券 35,300 0.03 市場内 取得

平成30年02月28日 普通株券 37,700 0.04 市場内 処分

平成30年02月28日 普通株券 4,300 0.00 市場外 取得 42,859

平成30年02月28日 普通株券 2,800 0.00 市場外 処分 42,875

平成30年02月28日 普通株券 4,128 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年02月28日 普通株券 228 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年02月28日 普通株券 12,500 0.01 市場外 取得 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

平成30年03月01日 普通株券 50,400 0.05 市場内 取得

平成30年03月01日 普通株券 47,600 0.04 市場内 処分

平成30年03月01日 普通株券 3,500 0.00 市場外 取得 42,140

平成30年03月01日 普通株券 3,200 0.00 市場外 処分 42,094

平成30年03月01日 普通株券 4,756 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年03月01日 普通株券 356 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年03月02日 普通株券 79,500 0.07 市場内 取得

平成30年03月02日 普通株券 53,000 0.05 市場内 処分

平成30年03月02日 普通株券 8,100 0.01 市場外 取得 40,951

平成30年03月02日 普通株券 6,100 0.01 市場外 処分 40,973

平成30年03月02日 普通株券 14,160 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年03月02日 普通株券 192 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年03月05日 普通株券 54,500 0.05 市場内 取得

平成30年03月05日 普通株券 45,400 0.04 市場内 処分

平成30年03月05日 普通株券 4,000 0.00 市場外 取得 41,633

平成30年03月05日 普通株券 4,500 0.00 市場外 処分 41,637

平成30年03月05日 普通株券 332 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年03月05日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年03月06日 普通株券 49,600 0.05 市場内 取得

平成30年03月06日 普通株券 55,000 0.05 市場内 処分

平成30年03月06日 普通株券 150,700 0.14 市場外 取得 43,099

平成30年03月06日 普通株券 1,200 0.00 市場外 処分 42,940

平成30年03月06日 普通株券 3,000 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年03月07日 普通株券 37,200 0.04 市場内 取得

平成30年03月07日 普通株券 48,700 0.05 市場内 処分

平成30年03月07日 普通株券 1,900 0.00 市場外 取得 42,547

平成30年03月07日 普通株券 1,800 0.00 市場外 処分 42,627
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平成30年03月07日 普通株券 9,632 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年03月08日 普通株券 20,000 0.02 市場内 取得

平成30年03月08日 普通株券 39,900 0.04 市場内 処分

平成30年03月08日 普通株券 2,257 0.00 市場外 取得 42,148

平成30年03月08日 普通株券 1,357 0.00 市場外 処分 42,129

平成30年03月08日 普通株券 1,300 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年03月08日 普通株券 28,200 0.03 市場外 処分 貸借

平成30年03月09日 普通株券 96,500 0.09 市場内 取得

平成30年03月09日 普通株券 68,600 0.06 市場内 処分

平成30年03月09日 普通株券 18,600 0.02 市場外 取得 32,466

平成30年03月09日 普通株券 21,100 0.02 市場外 処分 33,691

平成30年03月09日 普通株券 2,000 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年03月09日 普通株券 145,104 0.14 市場外 処分 貸借

平成30年03月09日 普通株券 28,000 0.03 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

平成30年03月12日 普通株券 33,000 0.03 市場内 取得

平成30年03月12日 普通株券 43,400 0.04 市場内 処分

平成30年03月12日 普通株券 61,400 0.06 市場外 取得 43,012

平成30年03月12日 普通株券 3,300 0.00 市場外 処分 43,100

平成30年03月12日 普通株券 10,636 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年03月13日 普通株券 33,800 0.03 市場内 取得

平成30年03月13日 普通株券 37,400 0.04 市場内 処分

平成30年03月13日 普通株券 3,000 0.00 市場外 取得 42,808

平成30年03月13日 普通株券 1,800 0.00 市場外 処分 42,793

平成30年03月13日 普通株券 18,000 0.02 市場外 取得 貸借

平成30年03月14日 普通株券 42,700 0.04 市場内 取得

平成30年03月14日 普通株券 44,800 0.04 市場内 処分

平成30年03月14日 普通株券 3,600 0.00 市場外 取得 42,357

平成30年03月14日 普通株券 3,000 0.00 市場外 処分 42,381

平成30年03月15日 普通株券 42,600 0.04 市場内 取得

平成30年03月15日 普通株券 48,900 0.05 市場内 処分

平成30年03月15日 普通株券 700 0.00 市場外 取得 42,135

平成30年03月15日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 42,165

平成30年03月15日 普通株券 36,011 0.03 市場外 処分 貸借

平成30年03月16日 普通株券 31,900 0.03 市場内 取得

平成30年03月16日 普通株券 22,700 0.02 市場内 処分
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平成30年03月16日 普通株券 3,920 0.00 市場外 取得 42,017

平成30年03月16日 普通株券 10,648 0.01 市場外 取得 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

平成30年03月16日 普通株券 5,820 0.01 市場外 処分 42,054

平成30年03月19日 普通株券 35,700 0.03 市場内 取得

平成30年03月19日 普通株券 36,000 0.03 市場内 処分

平成30年03月19日 普通株券 5,300 0.00 市場外 取得 41,727

平成30年03月19日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年03月19日 普通株券 3,200 0.00 市場外 処分 41,730

平成30年03月19日 普通株券 10,768 0.01 市場外 処分 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

平成30年03月20日 普通株券 39,700 0.04 市場内 取得

平成30年03月20日 普通株券 42,000 0.04 市場内 処分

平成30年03月20日 普通株券 3,300 0.00 市場外 取得 41,713

平成30年03月20日 普通株券 132,200 0.12 市場外 処分 41,787

平成30年03月22日 普通株券 52,500 0.05 市場内 取得

平成30年03月22日 普通株券 37,400 0.04 市場内 処分

平成30年03月22日 普通株券 102,700 0.10 市場外 取得 42,312

平成30年03月22日 普通株券 35,500 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年03月22日 普通株券 2,600 0.00 市場外 処分 42,072

平成30年03月23日 普通株券 82,700 0.08 市場内 取得

平成30年03月23日 普通株券 88,800 0.08 市場内 処分

平成30年03月23日 普通株券 3,100 0.00 市場外 取得 40,310

平成30年03月23日 普通株券 19,873 0.02 市場外 取得 貸借

平成30年03月23日 普通株券 3,200 0.00 市場外 処分 40,231

平成30年03月26日 普通株券 47,600 0.04 市場内 取得

平成30年03月26日 普通株券 41,600 0.04 市場内 処分

平成30年03月26日 普通株券 3,757 0.00 市場外 取得 39,625

平成30年03月26日 普通株券 40,384 0.04 市場外 取得 貸借

平成30年03月26日 普通株券 3,557 0.00 市場外 処分 39,475

平成30年03月26日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年03月27日 普通株券 80,800 0.08 市場内 取得

平成30年03月27日 普通株券 47,000 0.04 市場内 処分

平成30年03月27日 普通株券 4,195 0.00 市場外 取得 40,695

平成30年03月27日 普通株券 3,895 0.00 市場外 処分 40,688

平成30年03月27日 普通株券 4,200 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年03月28日 普通株券 46,400 0.04 市場内 取得
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平成30年03月28日 普通株券 43,300 0.04 市場内 処分

平成30年03月28日 普通株券 4,100 0.00 市場外 取得 40,539

平成30年03月28日 普通株券 4,800 0.00 市場外 処分 40,595

平成30年03月28日 普通株券 166,575 0.16 市場外 取得 貸借

平成30年03月29日 普通株券 36,400 0.03 市場内 取得

平成30年03月29日 普通株券 55,700 0.05 市場内 処分

平成30年03月29日 普通株券 4,463 0.00 市場外 取得 41,915

平成30年03月29日 普通株券 5,763 0.01 市場外 処分 41,927

平成30年03月29日 普通株券 29,400 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年03月30日 普通株券 46,100 0.04 市場内 取得

平成30年03月30日 普通株券 45,100 0.04 市場内 処分

平成30年03月30日 普通株券 1,800 0.00 市場外 取得 42,736

平成30年03月30日 普通株券 3,700 0.00 市場外 処分 42,674

平成30年03月30日 普通株券 16,636 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年04月02日 普通株券 38,000 0.04 市場内 取得

平成30年04月02日 普通株券 36,200 0.03 市場内 処分

平成30年04月02日 普通株券 1,300 0.00 市場外 取得 43,582

平成30年04月02日 普通株券 2,400 0.00 市場外 処分 43,503

平成30年04月02日 普通株券 17,632 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年04月03日 普通株券 64,600 0.06 市場内 取得

平成30年04月03日 普通株券 75,200 0.07 市場内 処分

平成30年04月03日 普通株券 1,970 0.00 市場外 取得 43,129

平成30年04月03日 普通株券 4,870 0.00 市場外 処分 43,477

平成30年04月03日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年04月03日 普通株券 8,372 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年04月04日 普通株券 64,300 0.06 市場内 取得

平成30年04月04日 普通株券 99,900 0.09 市場内 処分

平成30年04月04日 普通株券 2,235 0.00 市場外 取得 44,311

平成30年04月04日 普通株券 2,835 0.00 市場外 処分 44,407

平成30年04月04日 普通株券 14,400 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年04月05日 普通株券 58,200 0.05 市場内 取得

平成30年04月05日 普通株券 67,700 0.06 市場内 処分

平成30年04月05日 普通株券 1,951 0.00 市場外 取得 45,915

平成30年04月05日 普通株券 3,451 0.00 市場外 処分 46,070

平成30年04月05日 普通株券 12,000 0.01 市場外 取得 貸借
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平成30年04月05日 普通株券 12,237 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年04月06日 普通株券 61,100 0.06 市場内 取得

平成30年04月06日 普通株券 61,300 0.06 市場内 処分

平成30年04月06日 普通株券 1,800 0.00 市場外 取得 46,418

平成30年04月06日 普通株券 3,700 0.00 市場外 処分 46,490

平成30年04月06日 普通株券 1,700 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年04月06日 普通株券 4,800 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年04月09日 普通株券 54,900 0.05 市場内 取得

平成30年04月09日 普通株券 45,000 0.04 市場内 処分

平成30年04月09日 普通株券 1,300 0.00 市場外 取得 46,546

平成30年04月09日 普通株券 1,100 0.00 市場外 処分 46,565

平成30年04月09日 普通株券 15,272 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:193,600株

消費貸借契約により、野村證券株式会社から199,145株、機関投資家等から179,505株 借入れている。

消費貸借契約により、機関投資家等へ7,263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
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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） 154,901

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 154,901 P Q

EDINET提出書類

野村證券株式会社(E03810)

変更報告書

19/27



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 154,901

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9日現在）
V 106,073,656

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.15

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
0.15

（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

（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、機関投資家から154,901株 借入れている。

消費貸借契約により、機関投資家へ154,901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

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)
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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｡

（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） 11,275,900

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
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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 11,275,900

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 155,000

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 11,120,900

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）

（平成30年4月9日現在）
V 106,073,656

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
10.48

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
10.46

（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09日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

平成30年02月09日 普通株券 900 0.00 市場内 処分

平成30年02月09日 普通株券 29,300 0.03 市場外 取得 42,889

平成30年02月09日 普通株券 12,000 0.01 市場外 処分 42,816

平成30年02月13日 普通株券 4,400 0.00 市場外 取得 42,051

平成30年02月13日 普通株券 52,000 0.05 市場外 処分 41,480

平成30年02月14日 普通株券 3,100 0.00 市場外 取得 41,020

平成30年02月14日 普通株券 5,100 0.00 市場外 処分 41,017

平成30年02月15日 普通株券 46,700 0.04 市場外 取得 40,168

平成30年02月15日 普通株券 13,700 0.01 市場外 処分 38,212

平成30年02月16日 普通株券 2,200 0.00 市場内 取得

平成30年02月16日 普通株券 500 0.00 市場内 処分

平成30年02月16日 普通株券 36,100 0.03 市場外 取得 41,841

平成30年02月16日 普通株券 4,000 0.00 市場外 処分 41,840

平成30年02月19日 普通株券 9,700 0.01 市場内 取得

平成30年02月19日 普通株券 49,700 0.05 市場外 取得 42,691
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平成30年02月20日 普通株券 8,000 0.01 市場外 取得 43,476

平成30年02月21日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

平成30年02月21日 普通株券 2,800 0.00 市場外 取得 42,710

平成30年02月21日 普通株券 6,100 0.01 市場外 処分 42,710

平成30年02月22日 普通株券 16,400 0.02 市場外 取得 42,940

平成30年02月22日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 42,940

平成30年02月23日 普通株券 2,000 0.00 市場外 取得 42,362

平成30年02月27日 普通株券 400 0.00 市場外 取得 43,687

平成30年02月28日 普通株券 3,000 0.00 市場外 取得 42,744

平成30年02月28日 普通株券 1,300 0.00 市場外 処分 42,569

平成30年03月01日 普通株券 57,000 0.05 市場外 取得 42,565

平成30年03月01日 普通株券 18,100 0.02 市場外 処分 42,570

平成30年03月02日 普通株券 32,700 0.03 市場内 取得

平成30年03月02日 普通株券 30,000 0.03 市場外 取得 42,076

平成30年03月02日 普通株券 4,000 0.00 市場外 処分 40,980

平成30年03月05日 普通株券 13,300 0.01 市場内 取得

平成30年03月05日 普通株券 54,400 0.05 市場外 取得 40,980

平成30年03月05日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 40,980

平成30年03月06日 普通株券 7,300 0.01 市場内 取得

平成30年03月06日 普通株券 44,600 0.04 市場外 取得 41,920

平成30年03月06日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 41,920

平成30年03月07日 普通株券 7,000 0.01 市場内 取得

平成30年03月07日 普通株券 14,000 0.01 市場外 取得 43,058

平成30年03月08日 普通株券 1,300 0.00 市場内 取得

平成30年03月08日 普通株券 80,500 0.08 市場外 取得 42,464

平成30年03月08日 普通株券 4,700 0.00 市場外 処分 25,527

平成30年03月09日 普通株券 5,000 0.00 市場内 取得

平成30年03月09日 普通株券 68,000 0.06 市場外 取得 42,176

平成30年03月09日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 42,149

平成30年03月12日 普通株券 3,400 0.00 市場内 取得

平成30年03月12日 普通株券 24,400 0.02 市場外 取得 42,425

平成30年03月12日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 42,400

平成30年03月13日 普通株券 2,400 0.00 市場内 取得

平成30年03月13日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

平成30年03月13日 普通株券 12,100 0.01 市場外 取得 43,011
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平成30年03月13日 普通株券 2,000 0.00 市場外 処分 43,170

平成30年03月14日 普通株券 1,700 0.00 市場内 取得

平成30年03月14日 普通株券 9,600 0.01 市場外 取得 43,003

平成30年03月14日 普通株券 8,100 0.01 市場外 処分 43,170

平成30年03月15日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

平成30年03月15日 普通株券 10,200 0.01 市場外 取得 42,060

平成30年03月16日 普通株券 12,100 0.01 市場外 処分 42,189

平成30年03月19日 普通株券 2,900 0.00 市場内 取得

平成30年03月19日 普通株券 32,100 0.03 市場外 取得 42,029

平成30年03月19日 普通株券 3,200 0.00 市場外 処分 42,030

平成30年03月20日 普通株券 4,000 0.00 市場内 取得

平成30年03月20日 普通株券 27,000 0.03 市場外 取得 41,751

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 24,700 0.02 市場外 取得 41,790

平成30年03月22日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 41,792

平成30年03月23日 普通株券 2,800 0.00 市場内 取得

平成30年03月23日 普通株券 45,000 0.04 市場外 取得 42,320

平成30年03月23日 普通株券 8,000 0.01 市場外 処分 39,652

平成30年03月26日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

平成30年03月26日 普通株券 700 0.00 市場内 処分

平成30年03月26日 普通株券 187,600 0.18 市場外 取得 39,660

平成30年03月26日 普通株券 14,200 0.01 市場外 処分 39,738

平成30年03月27日 普通株券 8,700 0.01 市場内 取得

平成30年03月27日 普通株券 14,200 0.01 市場外 取得 40,187

平成30年03月27日 普通株券 82,800 0.08 市場外 処分 40,170

平成30年03月28日 普通株券 3,700 0.00 市場内 取得

平成30年03月28日 普通株券 400 0.00 市場内 処分

平成30年03月28日 普通株券 2,200 0.00 市場外 取得 40,948

平成30年03月29日 普通株券 1,600 0.00 市場内 取得

平成30年03月29日 普通株券 5,100 0.00 市場外 取得 41,951

平成30年03月29日 普通株券 40,000 0.04 市場外 処分 40,900

平成30年03月30日 普通株券 800 0.00 市場内 取得

平成30年03月30日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 41,982

平成30年03月30日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 43,240

平成30年04月02日 普通株券 11,500 0.01 市場内 取得
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平成30年04月02日 普通株券 20,100 0.02 市場外 取得 43,253

平成30年04月02日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 43,430

平成30年04月03日 普通株券 37,500 0.04 市場内 取得

平成30年04月03日 普通株券 12,000 0.01 市場外 取得 43,430

平成30年04月04日 普通株券 2,300 0.00 市場内 取得

平成30年04月04日 普通株券 8,100 0.01 市場外 取得 43,919

平成30年04月04日 普通株券 6,000 0.01 市場外 処分 43,890

平成30年04月05日 普通株券 2,300 0.00 市場内 取得

平成30年04月05日 普通株券 8,400 0.01 市場外 取得 45,200

平成30年04月06日 普通株券 900 0.00 市場内 取得

平成30年04月06日 普通株券 2,900 0.00 市場外 取得 46,501

平成30年04月06日 普通株券 500 0.00 市場外 処分 46,275

平成30年04月09日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

平成30年04月09日 普通株券 14,200 0.01 市場外 取得 46,304

（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155,000株、機関投資家等へ2,963,900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）

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円） 406,925

上記（Y）の内訳 顧客資金

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 406,925

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）
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（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） 692,574 11,275,900

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 692,574 P Q 11,275,900

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 390,009

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 11,578,465

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9日現在）
V 106,073,656

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
10.92

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
10.86

（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 81,018 0.08
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ノムラ　インターナショナル　ピーエル

シー（ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩ

ＯＮＡＬ　ＰＬＣ）

221,646 0.21

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．）

154,901 0.15

野村アセットマネジメント株式会社 11,120,900 10.48

合計 11,578,465 10.92

EDINET提出書類

野村證券株式会社(E03810)

変更報告書

27/27


	表紙
	本文
	第１発行者に関する事項
	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）
	②個人の場合
	③法人の場合
	④事務上の連絡先

	（２）保有目的
	（３）重要提案行為等
	（４）上記提出者の保有株券等の内訳
	①保有株券等の数
	②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
	（６）当該株券等に関する担保契約等重要な契約
	（７）保有株券等の取得資金
	①取得資金の内訳
	②借入金の内訳
	③借入先の名称等


	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）
	②個人の場合
	③法人の場合
	④事務上の連絡先

	（２）保有目的
	（３）重要提案行為等
	（４）上記提出者の保有株券等の内訳
	①保有株券等の数
	②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
	（６）当該株券等に関する担保契約等重要な契約
	（７）保有株券等の取得資金
	①取得資金の内訳
	②借入金の内訳
	③借入先の名称等


	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）
	②個人の場合
	③法人の場合
	④事務上の連絡先

	（２）保有目的
	（３）重要提案行為等
	（４）上記提出者の保有株券等の内訳
	①保有株券等の数
	②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
	（６）当該株券等に関する担保契約等重要な契約
	（７）保有株券等の取得資金
	①取得資金の内訳
	②借入金の内訳
	③借入先の名称等


	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）
	②個人の場合
	③法人の場合
	④事務上の連絡先

	（２）保有目的
	（３）重要提案行為等
	（４）上記提出者の保有株券等の内訳
	①保有株券等の数
	②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
	（６）当該株券等に関する担保契約等重要な契約
	（７）保有株券等の取得資金
	①取得資金の内訳
	②借入金の内訳
	③借入先の名称等



	第３共同保有者に関する事項
	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
	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
	（２）株券等保有割合
	（３）共同保有における株券等保有割合の内訳



