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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 スター精密株式会社

証券コード 7718

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） 28,916

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 3,634,962 - 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 3,663,878 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 28,000

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 3,635,878

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U 3,634,962

※新株予約権付社債券のうち、3,634,962株は新株予約権付社債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）

（平成31年2月8日現在）
V 45,772,234

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
7.36

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
7.30

（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12月11日 普通株券 900 0.00 市場内 取得

平成30年12月11日 普通株券 1,300 0.00 市場内 処分

平成30年12月11日 普通株券 3,000 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年12月11日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 1,562

平成30年12月11日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 1,546

平成30年12月12日 普通株券 2,100 0.00 市場内 取得

平成30年12月12日 普通株券 600 0.00 市場外 取得 1,548

平成30年12月12日 普通株券 1,900 0.00 市場外 取得 貸借
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平成30年12月12日 普通株券 500 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年12月12日
新株予約権付社債

券
768,366 1.56 市場外 取得 ｺｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ

平成30年12月12日
新株予約権付社債

券
768,366 1.56 市場外 処分 100

平成30年12月13日 普通株券 700 0.00 市場内 取得

平成30年12月13日 普通株券 15,200 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年12月13日 普通株券 600 0.00 市場外 取得 1,591

平成30年12月14日 普通株券 3,800 0.01 市場内 取得

平成30年12月14日 普通株券 600 0.00 市場内 処分

平成30年12月14日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 1,582

平成30年12月14日 普通株券 44,600 0.09 市場外 取得 貸借

平成30年12月14日 普通株券 104,200 0.21 市場外 処分 貸借

平成30年12月14日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 1,547

平成30年12月17日 普通株券 1,000 0.00 市場内 取得

平成30年12月17日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

平成30年12月17日 普通株券 11,700 0.02 市場外 取得 貸借

平成30年12月17日 普通株券 26,100 0.05 市場外 処分 貸借

平成30年12月18日 普通株券 1,200 0.00 市場内 取得

平成30年12月18日 普通株券 200 0.00 市場内 処分

平成30年12月18日 普通株券 2,800 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年12月18日 普通株券 1,300 0.00 市場外 取得 1,507

平成30年12月19日 普通株券 500 0.00 市場内 取得

平成30年12月19日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

平成30年12月19日 普通株券 1,500 0.00 市場外 取得 1,472

平成30年12月19日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 1,476

平成30年12月20日 普通株券 300 0.00 市場内 取得

平成30年12月20日 普通株券 1,400 0.00 市場内 処分

平成30年12月20日 普通株券 4,476 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年12月20日 普通株券 2,500 0.01 市場外 処分 1,428

平成30年12月20日 普通株券 12,376 0.03 市場外 処分 貸借

平成30年12月21日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

平成30年12月21日 普通株券 11,200 0.02 市場内 処分

平成30年12月21日 普通株券 1,400 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年12月21日 普通株券 30,100 0.06 市場外 取得 1,389

平成30年12月21日 普通株券 8,500 0.02 市場外 処分 1,407
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平成30年12月21日 普通株券 5,000 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年12月25日 普通株券 300 0.00 市場内 取得

平成30年12月25日 普通株券 4,200 0.01 市場内 処分

平成30年12月25日 普通株券 700 0.00 市場外 取得 1,374

平成30年12月25日 普通株券 2,800 0.01 市場外 処分 1,372

平成30年12月26日 普通株券 400 0.00 市場内 取得

平成30年12月26日 普通株券 200 0.00 市場内 処分

平成30年12月26日 普通株券 33,016 0.07 市場外 取得 貸借

平成30年12月26日 普通株券 62,516 0.13 市場外 処分 貸借

平成30年12月27日 普通株券 10,500 0.02 市場内 取得

平成30年12月27日 普通株券 4,100 0.01 市場内 処分

平成30年12月27日 普通株券 1,300 0.00 市場外 取得 1,436

平成30年12月27日 普通株券 2,900 0.01 市場外 処分 1,434

平成30年12月28日 普通株券 500 0.00 市場内 取得

平成30年12月28日 普通株券 5,700 0.01 市場内 処分

平成30年12月28日 普通株券 500 0.00 市場外 取得 1,492

平成30年12月28日 普通株券 10,300 0.02 市場外 取得 貸借

平成30年12月28日 普通株券 4,000 0.01 市場外 処分 1,485

平成30年12月28日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 貸借

平成31年1月4日 普通株券 600 0.00 市場内 取得

平成31年1月4日 普通株券 300 0.00 市場内 処分

平成31年1月4日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 1,412

平成31年1月4日 普通株券 1,200 0.00 市場外 処分 1,412

平成31年1月7日 普通株券 1,600 0.00 市場内 取得

平成31年1月7日 普通株券 200 0.00 市場内 処分

平成31年1月7日 普通株券 6,338 0.01 市場外 取得 貸借

平成31年1月7日 普通株券 1,400 0.00 市場外 処分 1,458

平成31年1月7日 普通株券 13,038 0.03 市場外 処分 貸借

平成31年1月8日 普通株券 1,700 0.00 市場内 取得

平成31年1月8日 普通株券 200 0.00 市場内 処分

平成31年1月8日 普通株券 5,200 0.01 市場外 取得 貸借

平成31年1月8日 普通株券 1,000 0.00 市場外 処分 1,502

平成31年1月8日 普通株券 5,200 0.01 市場外 処分 貸借

平成31年1月9日 普通株券 1,100 0.00 市場内 取得

平成31年1月9日 普通株券 17,200 0.03 市場内 処分
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平成31年1月9日 普通株券 19,000 0.04 市場外 取得 1,533

平成31年1月9日 普通株券 3,400 0.01 市場外 取得 貸借

平成31年1月9日 普通株券 7,100 0.01 市場外 処分 貸借

平成31年1月9日 普通株券 1,800 0.00 市場外 処分 1,536

平成31年1月10日 普通株券 900 0.00 市場内 取得

平成31年1月10日 普通株券 500 0.00 市場外 処分 貸借

平成31年1月11日 普通株券 300 0.00 市場内 取得

平成31年1月11日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

平成31年1月11日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 貸借

平成31年1月15日 普通株券 1,600 0.00 市場内 取得

平成31年1月15日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 1,566

平成31年1月15日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 貸借

平成31年1月15日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 1,554

平成31年1月16日 普通株券 100 0.00 市場内 処分

平成31年1月16日 普通株券 500 0.00 市場外 取得 1,562

平成31年1月16日 普通株券 22,700 0.05 市場外 取得 貸借

平成31年1月16日 普通株券 1,400 0.00 市場外 処分 1,561

平成31年1月16日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 貸借

平成31年1月17日 普通株券 1,200 0.00 市場内 処分

平成31年1月17日 普通株券 1,800 0.00 市場外 処分 1,536

平成31年1月18日 普通株券 300 0.00 市場内 取得

平成31年1月18日 普通株券 700 0.00 市場内 処分

平成31年1月18日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 1,558

平成31年1月18日 普通株券 5,500 0.01 市場外 取得 貸借

平成31年1月18日 普通株券 12,400 0.03 市場外 処分 貸借

平成31年1月18日 普通株券 1,100 0.00 市場外 処分 1,562

平成31年1月21日 普通株券 800 0.00 市場内 取得

平成31年1月21日 普通株券 400 0.00 市場内 処分

平成31年1月21日 普通株券 900 0.00 市場外 処分 1,576

平成31年1月22日 普通株券 700 0.00 市場内 取得

平成31年1月22日 普通株券 500 0.00 市場内 処分

平成31年1月22日 普通株券 3,100 0.01 市場外 取得 貸借

平成31年1月22日 普通株券 3,100 0.01 市場外 処分 貸借

平成31年1月22日 普通株券 800 0.00 市場外 処分 1,570

平成31年1月23日 普通株券 400 0.00 市場内 取得
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平成31年1月23日 普通株券 300 0.00 市場内 処分

平成31年1月23日 普通株券 1,300 0.00 市場外 取得 貸借

平成31年1月23日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 1,571

平成31年1月23日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 1,568

平成31年1月23日 普通株券 1,300 0.00 市場外 処分 貸借

平成31年1月24日 普通株券 1,000 0.00 市場内 取得

平成31年1月24日 普通株券 200 0.00 市場内 処分

平成31年1月24日 普通株券 400 0.00 市場外 取得 貸借

平成31年1月24日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 1,569

平成31年1月24日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 1,573

平成31年1月24日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 貸借

平成31年1月25日 普通株券 2,000 0.00 市場内 取得

平成31年1月25日 普通株券 300 0.00 市場内 処分

平成31年1月25日 普通株券 600 0.00 市場外 取得 貸借

平成31年1月25日 普通株券 600 0.00 市場外 処分 貸借

平成31年1月25日 普通株券 900 0.00 市場外 処分 1,608

平成31年1月28日 普通株券 500 0.00 市場内 取得

平成31年1月28日 普通株券 400 0.00 市場内 処分

平成31年1月28日 普通株券 11,100 0.02 市場外 取得 貸借

平成31年1月28日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 1,612

平成31年1月28日 普通株券 22,000 0.04 市場外 処分 貸借

平成31年1月28日 普通株券 1,300 0.00 市場外 処分 1,612

平成31年1月29日 普通株券 200 0.00 市場内 取得

平成31年1月29日 普通株券 500 0.00 市場内 処分

平成31年1月29日 普通株券 4,200 0.01 市場外 取得 貸借

平成31年1月29日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 1,586

平成31年1月29日 普通株券 2,100 0.00 市場外 処分 1,589

平成31年1月29日 普通株券 8,300 0.02 市場外 処分 貸借

平成31年1月30日 普通株券 7,600 0.02 市場内 取得

平成31年1月30日 普通株券 1,000 0.00 市場内 処分

平成31年1月30日 普通株券 2,200 0.00 市場外 取得 1,576

平成31年1月30日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 貸借

平成31年1月30日 普通株券 6,600 0.01 市場外 処分 1,581

平成31年1月30日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 貸借

平成31年1月31日 普通株券 1,100 0.00 市場内 取得
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平成31年1月31日 普通株券 2,700 0.01 市場内 処分

平成31年1月31日 普通株券 2,900 0.01 市場外 取得 1,591

平成31年1月31日 普通株券 1,900 0.00 市場外 取得 貸借

平成31年1月31日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 1,591

平成31年1月31日 普通株券 1,900 0.00 市場外 処分 貸借

平成31年2月1日 普通株券 2,100 0.00 市場内 取得

平成31年2月1日 普通株券 2,600 0.01 市場内 処分

平成31年2月1日 普通株券 2,200 0.00 市場外 取得 貸借

平成31年2月1日 普通株券 3,000 0.01 市場外 処分 貸借

平成31年2月1日 普通株券 2,800 0.01 市場外 処分 1,558

平成31年2月4日 普通株券 1,700 0.00 市場内 取得

平成31年2月4日 普通株券 9,300 0.02 市場内 処分

平成31年2月4日 普通株券 28,000 0.06 市場外 取得 1,586

平成31年2月4日 普通株券 9,700 0.02 市場外 処分 1,582

平成31年2月5日 普通株券 1,100 0.00 市場内 取得

平成31年2月5日 普通株券 3,500 0.01 市場内 処分

平成31年2月5日 普通株券 11,200 0.02 市場外 処分 1,590

平成31年2月6日 普通株券 1,900 0.00 市場内 取得

平成31年2月6日 普通株券 1,600 0.00 市場内 処分

平成31年2月6日 普通株券 14,716 0.03 市場外 取得 貸借

平成31年2月6日 普通株券 900 0.00 市場外 取得 1,589

平成31年2月6日 普通株券 1,700 0.00 市場外 処分 1,592

平成31年2月6日 普通株券 28,816 0.06 市場外 処分 貸借

平成31年2月8日 普通株券 1,900 0.00 市場内 取得

平成31年2月8日 普通株券 2,900 0.01 市場内 処分

平成31年2月8日 普通株券 13,500 0.03 市場外 取得 貸借

平成31年2月8日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 1,537

平成31年2月8日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 1,530

平成31年2月8日 普通株券 13,500 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、機関投資家等から36,800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28,000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） 124
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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） 124

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

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。
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（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） 269,237

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 3,646,786 - 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 3,916,023 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 3,634,965

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 281,058

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U 3,646,786

※新株予約権付社債券のうち、3,634,965株は新株予約権付社債券を取得するオプション（内、野村證券株式会社から3,634,965

株）です。

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成31年2月8日現在）
V 45,772,234

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.57

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
1.80

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

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

平成30年12月11日 普通株券 40,300 0.08 市場内 取得

平成30年12月11日 普通株券 24,600 0.05 市場内 処分

EDINET提出書類

野村證券株式会社(E03810)

変更報告書

10/24



平成30年12月11日 普通株券 2,012 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年12月11日 普通株券 15,100 0.03 市場外 取得 1,560

平成30年12月11日 普通株券 13,700 0.03 市場外 処分 1,559

平成30年12月12日 普通株券 31,200 0.06 市場内 取得

平成30年12月12日 普通株券 26,600 0.05 市場内 処分

平成30年12月12日 普通株券 13,600 0.03 市場外 取得 1,558

平成30年12月12日 普通株券 500 0.00 市場外 処分 貸借

平成30年12月12日 普通株券 14,100 0.03 市場外 処分 1,559

平成30年12月13日 普通株券 23,400 0.05 市場内 取得

平成30年12月13日 普通株券 29,200 0.06 市場内 処分

平成30年12月13日 普通株券 2,144 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年12月13日 普通株券 14,000 0.03 市場外 取得 1,590

平成30年12月13日 普通株券 13,500 0.03 市場外 処分 1,591

平成30年12月14日 普通株券 22,400 0.05 市場内 取得

平成30年12月14日 普通株券 28,700 0.06 市場内 処分

平成30年12月14日 普通株券 17,400 0.04 市場外 取得 1,553

平成30年12月14日 普通株券 51,000 0.10 市場外 処分 貸借

平成30年12月14日 普通株券 12,000 0.02 市場外 処分 1,553

平成30年12月17日 普通株券 35,200 0.07 市場内 取得

平成30年12月17日 普通株券 34,000 0.07 市場内 処分

平成30年12月17日 普通株券 7,900 0.02 市場外 取得 1,552

平成30年12月17日 普通株券 11,700 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年12月17日 普通株券 8,400 0.02 市場外 処分 1,552

平成30年12月18日 普通株券 50,000 0.10 市場内 取得

平成30年12月18日 普通株券 40,000 0.08 市場内 処分

平成30年12月18日 普通株券 8,100 0.02 市場外 取得 1,512

平成30年12月18日 普通株券 4,043 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年12月18日 普通株券 8,400 0.02 市場外 処分 1,514

平成30年12月18日 新株予約権付社債券 768,366 1.55 市場外 処分 貸借

平成30年12月19日 普通株券 58,900 0.12 市場内 取得

平成30年12月19日 普通株券 46,800 0.09 市場内 処分

平成30年12月19日 普通株券 22,800 0.05 市場外 取得 1,475

平成30年12月19日 普通株券 5,033 0.01 市場外 取得 貸借

平成30年12月19日 普通株券 13,300 0.03 市場外 処分 1,476

平成30年12月20日 普通株券 54,300 0.11 市場内 取得
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平成30年12月20日 普通株券 51,300 0.10 市場内 処分

平成30年12月20日 普通株券 21,300 0.04 市場外 取得 1,425

平成30年12月20日 普通株券 4,476 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年12月20日 普通株券 13,500 0.03 市場外 処分 1,434

平成30年12月21日 普通株券 66,400 0.13 市場内 取得

平成30年12月21日 普通株券 49,600 0.10 市場内 処分

平成30年12月21日 普通株券 35,700 0.07 市場外 取得 1,403

平成30年12月21日 普通株券 18,200 0.04 市場外 処分 1,407

平成30年12月21日 普通株券 9,700 0.02 市場外 処分 貸借

平成30年12月25日 普通株券 33,300 0.07 市場内 取得

平成30年12月25日 普通株券 56,900 0.12 市場内 処分

平成30年12月25日 普通株券 24,000 0.05 市場外 取得 1,380

平成30年12月25日 普通株券 916 0.00 市場外 取得 貸借

平成30年12月25日 普通株券 26,500 0.05 市場外 処分 貸借

平成30年12月25日 普通株券 17,800 0.04 市場外 処分 1,377

平成30年12月26日 普通株券 38,900 0.08 市場内 取得

平成30年12月26日 普通株券 25,900 0.05 市場内 処分

平成30年12月26日 普通株券 15,600 0.03 市場外 取得 1,350

平成30年12月26日 普通株券 16,100 0.03 市場外 処分 1,350

平成30年12月26日 普通株券 33,016 0.07 市場外 処分 貸借

平成30年12月27日 普通株券 51,400 0.10 市場内 取得

平成30年12月27日 普通株券 47,700 0.10 市場内 処分

平成30年12月27日 普通株券 23,300 0.05 市場外 取得 1,423

平成30年12月27日 普通株券 15,538 0.03 市場外 取得 貸借

平成30年12月27日 普通株券 37,900 0.08 市場外 処分 貸借

平成30年12月27日 普通株券 23,000 0.05 市場外 処分 1,424

平成30年12月28日 普通株券 65,400 0.13 市場内 取得

平成30年12月28日 普通株券 60,900 0.12 市場内 処分

平成30年12月28日 普通株券 27,100 0.05 市場外 取得 1,490

平成30年12月28日 普通株券 2,500 0.01 市場外 処分 貸借

平成30年12月28日 普通株券 23,600 0.05 市場外 処分 1,490

平成31年1月4日 普通株券 43,000 0.09 市場内 取得

平成31年1月4日 普通株券 44,700 0.09 市場内 処分

平成31年1月4日 普通株券 15,100 0.03 市場外 取得 1,401

平成31年1月4日 普通株券 12,700 0.03 市場外 処分 1,402
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平成31年1月4日 普通株券 5,100 0.01 市場外 処分 貸借

平成31年1月7日 普通株券 55,800 0.11 市場内 取得

平成31年1月7日 普通株券 32,100 0.06 市場内 処分

平成31年1月7日 普通株券 9,600 0.02 市場外 取得 1,465

平成31年1月7日 普通株券 500 0.00 市場外 取得 貸借

平成31年1月7日 普通株券 6,738 0.01 市場外 処分 貸借

平成31年1月7日 普通株券 10,000 0.02 市場外 処分 1,467

平成31年1月8日 普通株券 40,900 0.08 市場内 取得

平成31年1月8日 普通株券 59,500 0.12 市場内 処分

平成31年1月8日 普通株券 25,800 0.05 市場外 取得 1,496

平成31年1月8日 普通株券 10,500 0.02 市場外 処分 貸借

平成31年1月8日 普通株券 25,200 0.05 市場外 処分 1,498

平成31年1月9日 普通株券 38,800 0.08 市場内 取得

平成31年1月9日 普通株券 50,900 0.10 市場内 処分

平成31年1月9日 普通株券 12,700 0.03 市場外 取得 1,535

平成31年1月9日 普通株券 5,600 0.01 市場外 処分 貸借

平成31年1月9日 普通株券 15,800 0.03 市場外 処分 1,536

平成31年1月10日 普通株券 32,600 0.07 市場内 取得

平成31年1月10日 普通株券 34,100 0.07 市場内 処分

平成31年1月10日 普通株券 9,700 0.02 市場外 取得 1,531

平成31年1月10日 普通株券 10,000 0.02 市場外 取得 貸借

平成31年1月10日 普通株券 19,600 0.04 市場外 処分 貸借

平成31年1月10日 普通株券 14,100 0.03 市場外 処分 1,532

平成31年1月11日 普通株券 31,900 0.06 市場内 取得

平成31年1月11日 普通株券 38,500 0.08 市場内 処分

平成31年1月11日 普通株券 600 0.00 市場外 取得 貸借

平成31年1月11日 普通株券 13,900 0.03 市場外 取得 1,548

平成31年1月11日 普通株券 2,000 0.00 市場外 処分 貸借

平成31年1月11日 普通株券 16,700 0.03 市場外 処分 1,549

平成31年1月15日 普通株券 17,800 0.04 市場内 取得

平成31年1月15日 普通株券 11,800 0.02 市場内 処分

平成31年1月15日 普通株券 6,900 0.01 市場外 取得 1,554

平成31年1月15日 普通株券 1,000 0.00 市場外 取得 貸借

平成31年1月15日 普通株券 7,600 0.02 市場外 処分 貸借

平成31年1月15日 普通株券 7,800 0.02 市場外 処分 1,555
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平成31年1月16日 普通株券 19,400 0.04 市場内 取得

平成31年1月16日 普通株券 32,800 0.07 市場内 処分

平成31年1月16日 普通株券 5,100 0.01 市場外 取得 1,556

平成31年1月16日 普通株券 5,500 0.01 市場外 処分 貸借

平成31年1月16日 普通株券 7,100 0.01 市場外 処分 1,556

平成31年1月17日 普通株券 28,200 0.06 市場内 取得

平成31年1月17日 普通株券 51,000 0.10 市場内 処分

平成31年1月17日 普通株券 5,700 0.01 市場外 取得 1,538

平成31年1月17日 普通株券 22,600 0.05 市場外 取得 貸借

平成31年1月17日 普通株券 4,700 0.01 市場外 処分 1,539

平成31年1月17日 普通株券 10,600 0.02 市場外 処分 貸借

平成31年1月18日 普通株券 39,200 0.08 市場内 取得

平成31年1月18日 普通株券 22,900 0.05 市場内 処分

平成31年1月18日 普通株券 13,100 0.03 市場外 取得 1,559

平成31年1月18日 普通株券 12,100 0.02 市場外 処分 1,559

平成31年1月18日 普通株券 5,500 0.01 市場外 処分 貸借

平成31年1月21日 普通株券 26,900 0.05 市場内 取得

平成31年1月21日 普通株券 23,400 0.05 市場内 処分

平成31年1月21日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 貸借

平成31年1月21日 普通株券 5,600 0.01 市場外 取得 1,577

平成31年1月21日 普通株券 5,200 0.01 市場外 処分 1,577

平成31年1月22日 普通株券 21,400 0.04 市場内 取得

平成31年1月22日 普通株券 13,100 0.03 市場内 処分

平成31年1月22日 普通株券 4,200 0.01 市場外 取得 1,571

平成31年1月22日 普通株券 6,000 0.01 市場外 処分 1,571

平成31年1月22日 普通株券 3,100 0.01 市場外 処分 貸借

平成31年1月23日 普通株券 26,200 0.05 市場内 取得

平成31年1月23日 普通株券 20,600 0.04 市場内 処分

平成31年1月23日 普通株券 11,900 0.02 市場外 取得 1,569

平成31年1月23日 普通株券 12,000 0.02 市場外 処分 1,569

平成31年1月23日 普通株券 1,300 0.00 市場外 処分 貸借

平成31年1月24日 普通株券 17,400 0.04 市場内 取得

平成31年1月24日 普通株券 14,500 0.03 市場内 処分

平成31年1月24日 普通株券 12,600 0.03 市場外 取得 貸借

平成31年1月24日 普通株券 4,100 0.01 市場外 取得 1,570
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平成31年1月24日 普通株券 3,900 0.01 市場外 処分 1,572

平成31年1月24日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 貸借

平成31年1月25日 普通株券 19,900 0.04 市場内 取得

平成31年1月25日 普通株券 21,200 0.04 市場内 処分

平成31年1月25日 普通株券 4,200 0.01 市場外 取得 1,602

平成31年1月25日 普通株券 4,300 0.01 市場外 処分 1,605

平成31年1月25日 普通株券 4,000 0.01 市場外 処分 貸借

平成31年1月28日 普通株券 12,500 0.03 市場内 取得

平成31年1月28日 普通株券 16,000 0.03 市場内 処分

平成31年1月28日 普通株券 3,500 0.01 市場外 取得 1,613

平成31年1月28日 普通株券 13,700 0.03 市場外 処分 貸借

平成31年1月28日 普通株券 4,200 0.01 市場外 処分 1,612

平成31年1月29日 普通株券 29,800 0.06 市場内 取得

平成31年1月29日 普通株券 9,400 0.02 市場内 処分

平成31年1月29日 普通株券 9,600 0.02 市場外 取得 1,585

平成31年1月29日 普通株券 900 0.00 市場外 取得 貸借

平成31年1月29日 普通株券 8,100 0.02 市場外 処分 1,586

平成31年1月29日 普通株券 4,200 0.01 市場外 処分 貸借

平成31年1月30日 普通株券 24,400 0.05 市場内 取得

平成31年1月30日 普通株券 14,900 0.03 市場内 処分

平成31年1月30日 普通株券 5,800 0.01 市場外 取得 1,581

平成31年1月30日 普通株券 1,000 0.00 市場外 処分 貸借

平成31年1月30日 普通株券 7,700 0.02 市場外 処分 1,581

平成31年1月31日 普通株券 19,500 0.04 市場内 取得

平成31年1月31日 普通株券 13,500 0.03 市場内 処分

平成31年1月31日 普通株券 5,700 0.01 市場外 取得 1,593

平成31年1月31日 普通株券 4,900 0.01 市場外 処分 1,595

平成31年1月31日 普通株券 1,900 0.00 市場外 処分 貸借

平成31年2月1日 普通株券 33,700 0.07 市場内 取得

平成31年2月1日 普通株券 24,800 0.05 市場内 処分

平成31年2月1日 普通株券 6,400 0.01 市場外 取得 1,565

平成31年2月1日 普通株券 9,200 0.02 市場外 処分 1,564

平成31年2月1日 普通株券 2,200 0.00 市場外 処分 貸借

平成31年2月4日 普通株券 24,400 0.05 市場内 取得

平成31年2月4日 普通株券 16,000 0.03 市場内 処分
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平成31年2月4日 普通株券 4,600 0.01 市場外 取得 1,585

平成31年2月4日 普通株券 6,900 0.01 市場外 処分 1,583

平成31年2月5日 普通株券 13,600 0.03 市場内 取得

平成31年2月5日 普通株券 16,300 0.03 市場内 処分

平成31年2月5日 普通株券 3,000 0.01 市場外 取得 1,587

平成31年2月5日 普通株券 1,000 0.00 市場外 取得 貸借

平成31年2月5日 普通株券 5,300 0.01 市場外 処分 1,588

平成31年2月6日 普通株券 8,700 0.02 市場内 取得

平成31年2月6日 普通株券 11,400 0.02 市場内 処分

平成31年2月6日 普通株券 10,700 0.02 市場外 取得 1,589

平成31年2月6日 普通株券 15,716 0.03 市場外 処分 貸借

平成31年2月6日 普通株券 5,600 0.01 市場外 処分 1,590

平成31年2月7日 普通株券 17,800 0.04 市場内 取得

平成31年2月7日 普通株券 14,800 0.03 市場内 処分

平成31年2月7日 普通株券 3,300 0.01 市場外 取得 1,578

平成31年2月7日 普通株券 14,600 0.03 市場外 取得 貸借

平成31年2月7日 普通株券 4,000 0.01 市場外 処分 1,578

平成31年2月7日 普通株券 14,000 0.03 市場外 処分 貸借

平成31年2月8日 普通株券 61,000 0.12 市場内 取得

平成31年2月8日 普通株券 30,900 0.06 市場内 処分

平成31年2月8日 普通株券 67,500 0.14 市場外 取得 1,537

平成31年2月8日 普通株券 626,200 1.27 市場外 処分 1,585

平成31年2月8日 普通株券 15,600 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】

担保差入:149,300株

消費貸借契約により、ノムラ　セキュリテーズ　インターナショナル（ＮＯＭＵＲＡ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＩＮＴＥＲＮ

ＡＴＩＯＮＡＬ，Ｉｎｃ．）から340,972株、野村證券株式会社から28,000株、INSTINET EUROPE LIMITEDから1,200株、機関

投資家等から731,958株 借入れている。

消費貸借契約により、機関投資家等へ628,700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） 19,537

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） 19,537
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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

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　ＳＥＣＵＲ

ＩＴＩＥＳ　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

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。
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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） 340,972

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 340,972 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 340,972

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 0

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31年2月8日現在）
V 45,772,234

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（％）
0

（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、機関投資家等から340,972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340,972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） 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)

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　望

月　洋幸

電話番号 ０３（３２４１）９５０６
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（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） 1,651,900

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 P Q 1,651,900

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 0

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 1,651,900

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31年2月8日現在）
V 45,772,234

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
3.61

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
3.87

（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12月11日 普通株券 6,900 0.02 市場内 処分
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平成30年12月11日 普通株券 1,900 0.00 市場外 処分 1,581

平成30年12月12日 普通株券 11,900 0.03 市場内 処分

平成30年12月12日 普通株券 400 0.00 市場外 取得 1,546

平成30年12月12日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 1,557

平成30年12月13日 普通株券 7,600 0.02 市場内 処分

平成30年12月13日 普通株券 2,300 0.01 市場外 取得 1,573

平成30年12月13日 普通株券 5,800 0.01 市場外 処分 1,590

平成30年12月14日 普通株券 15,000 0.03 市場内 処分

平成30年12月14日 普通株券 3,200 0.01 市場外 取得 1,600

平成30年12月14日 普通株券 4,900 0.01 市場外 処分 1,557

平成30年12月17日 普通株券 15,800 0.03 市場内 処分

平成30年12月17日 普通株券 700 0.00 市場外 取得 1,551

平成30年12月17日 普通株券 4,100 0.01 市場外 処分 1,556

平成30年12月18日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

平成30年12月19日 普通株券 5,200 0.01 市場外 取得 1,502

平成30年12月19日 普通株券 1,200 0.00 市場外 処分 1,503

平成30年12月20日 普通株券 500 0.00 市場内 取得

平成30年12月20日 普通株券 4,500 0.01 市場外 取得 1,473

平成30年12月20日 普通株券 1,700 0.00 市場外 処分 1,473

平成30年12月21日 普通株券 100 0.00 市場内 取得

平成30年12月25日 普通株券 2,800 0.01 市場外 取得 1,405

平成30年12月25日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 1,364

平成30年12月26日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 1,337

平成30年12月27日 普通株券 400 0.00 市場外 取得 1,420

平成30年12月27日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 1,440

平成30年12月28日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 1,441

平成31年1月4日 普通株券 2,700 0.01 市場外 取得 1,491

平成31年1月4日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 1,490

平成31年1月8日 普通株券 2,800 0.01 市場外 取得 1,461

平成31年1月9日 普通株券 2,200 0.00 市場外 取得 1,502

平成31年1月9日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 1,502

平成31年1月10日 普通株券 2,200 0.00 市場外 取得 1,549

平成31年1月10日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 1,549

平成31年1月11日 普通株券 1,600 0.00 市場外 取得 1,532

平成31年1月11日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 1,532
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平成31年1月15日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 1,566

平成31年1月15日 普通株券 5,000 0.01 市場外 処分 1,562

平成31年1月16日 普通株券 1,300 0.00 市場外 取得 1,566

平成31年1月17日 普通株券 1,500 0.00 市場外 取得 1,560

平成31年1月17日 普通株券 600 0.00 市場外 処分 1,562

平成31年1月18日 普通株券 1,600 0.00 市場外 取得 1,547

平成31年1月18日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 1,547

平成31年1月21日 普通株券 700 0.00 市場外 取得 1,565

平成31年1月22日 普通株券 2,800 0.01 市場外 取得 1,583

平成31年1月22日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 1,583

平成31年1月23日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 1,571

平成31年1月23日 普通株券 4,700 0.01 市場外 処分 1,574

平成31年1月24日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 1,571

平成31年1月24日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 1,580

平成31年1月25日 普通株券 1,800 0.00 市場外 処分 1,606

平成31年1月28日 普通株券 1,900 0.00 市場外 取得 1,609

平成31年1月30日 普通株券 13,500 0.03 市場外 処分 1,577

平成31年1月31日 普通株券 3,800 0.01 市場外 処分 1,592

平成31年2月1日 普通株券 32,300 0.07 市場内 処分

平成31年2月1日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 1,593

平成31年2月1日 普通株券 2,600 0.01 市場外 処分 1,565

平成31年2月4日 普通株券 30,600 0.07 市場内 処分

平成31年2月4日 普通株券 7,600 0.02 市場外 処分 1,574

平成31年2月5日 普通株券 22,500 0.05 市場内 処分

平成31年2月5日 普通株券 1,300 0.00 市場外 取得 1,594

平成31年2月5日 普通株券 1,300 0.00 市場外 処分 1,581

平成31年2月6日 普通株券 13,600 0.03 市場内 処分

平成31年2月6日 普通株券 1,200 0.00 市場外 取得 1,599

平成31年2月6日 普通株券 13,100 0.03 市場外 処分 1,588

平成31年2月7日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 1,599

平成31年2月8日 普通株券 1,000 0.00 市場内 取得

平成31年2月8日 普通株券 22,400 0.05 市場内 処分

平成31年2月8日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 1,538

平成31年2月8日 普通株券 900 0.00 市場外 処分 1,533
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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、ゴールドマン・サックス証券株式会社へ12,300株、ドイツ証券株式会社へ5,800株、三菱ＵＦＪモルガ

ン・スタンレー証券株式会社へ4,300株、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社へ3,900株、シティグループ証券株式会社へ

2,000株、BNPパリバ証券株式会社へ400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） 2,764,833

上記（Y）の内訳 顧客資金

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 2,764,833

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，

Ｉｎｃ．）

（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） 639,125 1,651,900

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 7,281,748 - 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
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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 7,920,873 P Q 1,651,900

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 4,003,937

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 5,568,836

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U 7,281,748

（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成31年2月8日現在）
V 45,772,234

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
10.50

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
11.82

（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 3,635,878 7.36

ノムラ　インターナショナル　ピーエル

シー（ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩ

ＯＮＡＬ　ＰＬＣ）

281,058 0.57

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．）

0 0

野村アセットマネジメント株式会社 1,651,900 3.61

合計 5,568,836 10.50
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