
  

  

【表紙】   

【提出書類】 変更報告書 №25 

【根拠条文】 法第27条の25 第1項 

【提出先】 関東財務局長 

【氏名又は名称】 バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行㈱ 

代表取締役社長 デービッド・ジェー・セマイヤ 

【住所又は本店所在地】 〒150-8402 東京都渋谷区広尾1丁目1番39号 

【報告義務発生日】 平成18年10月26日 

【提出日】 平成18年11月2日 

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 11 

【提出形態】 連名 



第１ 【発行会社に関する事項】 

  

  

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】 

  

  

発行会社の名称 株式会社長谷工コーポレーション

会社コード 1808 

上場・店頭の別 上場 

上場証券取引所 東京、大阪 

本店所在地 〒105-8507  東京都港区芝2-32-1

個人・法人の別 法人(株式会社）

氏名又は名称 バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行株式会社 

住所又は本店所在地 〒150-8402 東京都渋谷区広尾1丁目1番39号

旧氏名又は名称   

旧住所又は本店所在地   

生年月日   

職業   

勤務先名称   

勤務先住所   

設立年月日 昭和61年4月1日

代表者氏名 デービッド・ジェー・セマイヤ

代表者役職 代表取締役社長

事業内容 銀行業 

事務上の連絡先及び担当者名 
バークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株式会社 
ビジネス・サービス・グループ  佐藤 恵太郎 

電話番号 03-5469-7090 

信託契約に基づく顧客の資産運用目的 



(3) 【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】 

  

  

(4) 【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】 

  

  

(5) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

  

  

  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(株)   0 0 3,648,500 

新株予約権証券(株) A － F   

新株予約権付社債券(株) B － G   

対象有価証券 
カバードワラント 

C H   

株券預託証券     

株券関連預託証券 D I   

対象有価証券償還社債 E J   

合計(株) K 0 L 0 M 3,648,500 

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 

N 0

保有株券等の数(総数) 
(K＋L＋M－N) 

O 3,648,500

保有潜在株式の数 
(A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＋H＋I
＋J) 

P 0

発行済株式総数(株) 
(平成18年10月26日現在) 

Q 1,007,617,690

上記提出者の 
株券等保有割合(％) 
(O／(P＋Q)×100) 

  0.36%

直前の報告書に記載された 
株券等保有割合(％) 

  0.36%

年月日 株券等の種類 数量 取得又は処分の別 単価 

平成18年8月29日 普通株 29,500 処分  

平成18年9月12日 普通株 153,000 処分  

平成18年9月20日 普通株 30,500 処分  

なし 



  

(6) 【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】 

  

  

自己資金額(R)(千円) 0

借入金額計(S)(千円) 0

その他金額計(T)(千円) 984,064

上記(T)の内訳 運用資産

取得資金合計(千円) 
(R＋S＋T) 

984,064

番号 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額(千円) 

         

番号 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)】 

  

  

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】 

  

  

個人・法人の別 法人(株式会社）

氏名又は名称 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社

住所又は本店所在地 〒150-8402 東京都渋谷区広尾1丁目1番39号

旧氏名又は名称   

旧住所又は本店所在地   

生年月日   

職業   

勤務先名称   

勤務先住所   

設立年月日 昭和63年3月11日

代表者氏名 浅岡 泰史 

代表者役職 代表取締役社長

事業内容 投信投資顧問業

事務上の連絡先及び担当者名 
バークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株式会社 
ビジネス・サービス・グループ  佐藤 恵太郎 

電話番号 03-5469-7090 

投資一任契約に基づく顧客の資産運用および投資信託約款に基づく資産運用目的



(3) 【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】 

  

  

(4) 【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】 

  

  

(5) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

  

  

  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(株)   0 0 31,453,000 

新株予約権証券(株) A － F   

新株予約権付社債券(株) B － G   

対象有価証券 
カバードワラント 

C H   

株券預託証券     

株券関連預託証券 D I   

対象有価証券償還社債 E J   

合計(株) K 0 L 0 M 31,453,000 

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 

N 0

保有株券等の数(総数) 
(K＋L＋M－N) 

O 31,453,000

保有潜在株式の数 
(A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＋H＋I
＋J) 

P 0

発行済株式総数(株) 
(平成18年10月26日現在) 

Q 1,007,617,690

上記提出者の 
株券等保有割合(％) 
(O／(P＋Q)×100) 

  3.12%

直前の報告書に記載された 
株券等保有割合(％) 

  3.12%

年月日 株券等の種類 数量 取得又は処分の別 単価 

平成18年8月28日 普通株 369,500 処分  

平成18年8月30日 普通株 27,500 処分  

平成18年9月4日 普通株 355,000 処分  

平成18年9月11日 普通株 4,000 取得  

平成18年9月11日 普通株 110,000 処分  

平成18年9月19日 普通株 43,500 処分  

平成18年9月26日 普通株 24,000 取得  

平成18年9月26日 普通株 19,000 処分  

平成18年9月28日 普通株 6,000 取得  

平成18年10月17日 普通株 78,000 取得  

平成18年10月20日 普通株 186,500 取得  

平成18年10月23日 普通株 11,000 取得  

平成18年10月23日 普通株 450,500 処分 委託者に返戻

なし 



  

(6) 【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】 

  

  

自己資金額(R)(千円) 0

借入金額計(S)(千円) 0

その他金額計(T)(千円) 9,107,251

上記(T)の内訳 運用資産

取得資金合計(千円) 
(R＋S＋T) 

9,107,251

番号 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額(千円) 

         

番号 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)】 

  

  

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】 

  

  

個人・法人の別 法人(株式会社）

氏名又は名称 
バークレイズ・グローバル・インベスターズ、エヌ・エイ (Barclays 
Global Investors,N.A.) 

住所又は本店所在地 
〒94105 米国 カリフォルニア州  サンフランシスコ市 フリーモント・ス
トリート45 

旧氏名又は名称   

旧住所又は本店所在地   

生年月日   

職業   

勤務先名称   

勤務先住所   

設立年月日 平成2年4月3日

代表者氏名 ブレイク・グロスマン

代表者役職 最高経営責任者

事業内容 銀行業 

事務上の連絡先及び担当者名 
バークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株式会社 
ビジネス・サービス・グループ  佐藤 恵太郎 

電話番号 03-5469-7090 

顧客および投資信託等の資産運用目的 



(3) 【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】 

  

  

  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(株)   0 0 22,615,500 

新株予約権証券(株) A － F   

新株予約権付社債券(株) B － G   

対象有価証券 
カバードワラント 

C H   

株券預託証券     

株券関連預託証券 D I   

対象有価証券償還社債 E J   

合計(株) K 0 L 0 M 22,615,500 

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 

N 0

保有株券等の数(総数) 
(K＋L＋M－N) 

O 22,615,500

保有潜在株式の数 
(A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＋H＋I
＋J) 

P 0

発行済株式総数(株) 
(平成18年10月26日現在) 

Q 1,007,617,690

上記提出者の 
株券等保有割合(％) 
(O／(P＋Q)×100) 

  2.24%

直前の報告書に記載された 
株券等保有割合(％) 

  2.20%



(4) 【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】 

  

  

(5) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

  

  

(6) 【保有株券等の取得資金】 

年月日 株券等の種類 数量 取得又は処分の別 単価 

平成18年8月29日 普通株 17,500 処分  

平成18年8月29日 普通株 52,000 取得 移管による

平成18年8月29日 普通株 52,000 処分 委託者に返戻

平成18年8月30日 普通株 137,500 処分  

平成18年8月30日 普通株 6,500 取得 移管による

平成18年8月30日 普通株 6,500 処分 委託者に返戻

平成18年8月31日 普通株 66,500 取得  

平成18年8月31日 普通株 33,000 取得 移管による

平成18年8月31日 普通株 33,000 処分 委託者に返戻

平成18年9月1日 普通株 478,500 取得  

平成18年9月1日 普通株 92,500 処分  

平成18年9月7日 普通株 3,500 取得  

平成18年9月7日 普通株 73,000 処分  

平成18年9月11日 普通株 478,500 処分 委託者に返戻

平成18年9月13日 普通株 29,500 処分  

平成18年9月14日 普通株 241,500 処分  

平成18年9月19日 普通株 28,000 取得  

平成18年9月21日 普通株 14,000 取得  

平成18年9月22日 普通株 99,900 処分 委託者に返戻

平成18年9月26日 普通株 11,000 取得 移管による

平成18年9月26日 普通株 11,000 処分 委託者に返戻

平成18年9月27日 普通株 21,000 取得 移管による

平成18年9月27日 普通株 21,000 処分 委託者に返戻

平成18年9月28日 普通株 11,000 取得 移管による

平成18年9月28日 普通株 11,000 処分 委託者に返戻

平成18年10月2日 普通株 85,000 取得  

平成18年10月2日 普通株 21,000 処分  

平成18年10月2日 普通株 27,500 取得 移管による

平成18年10月2日 普通株 27,500 処分 委託者に返戻

平成18年10月5日 普通株 107,000 処分  

平成18年10月6日 普通株 28,000 処分  

平成18年10月12日 普通株 15,000 取得 移管による

平成18年10月12日 普通株 15,000 処分 委託者に返戻

平成18年10月16日 普通株 40,500 取得  

平成18年10月16日 普通株 15,000 処分  

平成18年10月17日 普通株 72,000 取得  

平成18年10月17日 普通株 22,500 処分  

平成18年10月19日 普通株 889,000 取得  

平成18年10月23日 普通株 17,000 取得  

平成18年10月23日 普通株 21,500 処分 委託者に返戻

平成18年10月25日 普通株 416,500 取得  

平成18年10月25日 普通株 283,000 取得 移管による

平成18年10月25日 普通株 283,000 処分 委託者に返戻

なし 



① 【取得資金の内訳】 

  

  

② 【借入金の内訳】 

  

  

③ 【借入先の名称等】 

  

  

自己資金額(R)(千円) 0

借入金額計(S)(千円) 0

その他金額計(T)(千円) 7,723,261

上記(T)の内訳 運用資産

取得資金合計(千円) 
(R＋S＋T) 

7,723,261

番号 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額(千円) 

         

番号 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)】 

  

  

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】 

  

  

個人・法人の別 法人(株式会社）

氏名又は名称 
バークレイズ・グローバル・ファンド・アドバイザーズ (Barclays Global 
Fund Advisors) 

住所又は本店所在地 
〒94105 米国 カリフォルニア州  サンフランシスコ市 フリーモント・ス
トリート45 

旧氏名又は名称   

旧住所又は本店所在地   

生年月日   

職業   

勤務先名称   

勤務先住所   

設立年月日 昭和59年9月20日

代表者氏名 ブレイク・グロスマン

代表者役職 最高経営責任者

事業内容 投資顧問業 

事務上の連絡先及び担当者名 
バークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株式会社 
ビジネス・サービス・グループ  佐藤 恵太郎 

電話番号 03-5469-7090 

投資信託等の資産運用目的 



(3) 【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】 

  

  

  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(株)   0 0 5,638,000 

新株予約権証券(株) A － F   

新株予約権付社債券(株) B － G   

対象有価証券 
カバードワラント 

C H   

株券預託証券     

株券関連預託証券 D I   

対象有価証券償還社債 E J   

合計(株) K 0 L 0 M 5,638,000 

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 

N 0

保有株券等の数(総数) 
(K＋L＋M－N) 

O 5,638,000

保有潜在株式の数 
(A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＋H＋I
＋J) 

P 0

発行済株式総数(株) 
(平成18年10月26日現在) 

Q 1,007,617,690

上記提出者の 
株券等保有割合(％) 
(O／(P＋Q)×100) 

  0.56%

直前の報告書に記載された 
株券等保有割合(％) 

  0.56%



(4) 【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】 

  

  

(5) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

  

  

(6) 【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】 

  

  

年月日 株券等の種類 数量 取得又は処分の別 単価 

平成18年8月31日 普通株 7,500 取得 移管による

平成18年9月1日 普通株 6,000 取得 移管による

平成18年9月6日 普通株 2,000 処分 委託者に返戻

平成18年9月8日 普通株 7,000 取得 移管による

平成18年9月11日 普通株 2,000 処分 委託者に返戻

平成18年9月19日 普通株 7,500 取得 移管による

平成18年9月21日 普通株 5,000 取得 移管による

平成18年9月21日 普通株 6,000 処分 委託者に返戻

平成18年9月22日 普通株 5,000 取得 移管による

平成18年9月26日 普通株 20,000 処分 委託者に返戻

平成18年9月27日 普通株 5,000 取得 移管による

平成18年10月5日 普通株 2,000 処分 委託者に返戻

平成18年10月6日 普通株 7,500 取得 移管による

平成18年10月12日 普通株 20,000 取得 移管による

平成18年10月13日 普通株 4,000 処分 委託者に返戻

平成18年10月16日 普通株 24,000 取得 移管による

平成18年10月17日 普通株 4,000 取得 移管による

平成18年10月24日 普通株 13,000 取得  

平成18年10月24日 普通株 10,000 処分 委託者に返戻

なし 

自己資金額(R)(千円) 0

借入金額計(S)(千円) 0

その他金額計(T)(千円) 2,180,289

上記(T)の内訳 運用資産

取得資金合計(千円) 
(R＋S＋T) 

2,180,289

番号 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額(千円) 

         

番号 名称(支店名) 代表者氏名 所在地

    



5【提出者(大量保有者)／5】 

(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】 

  

  

個人・法人の別 法人(株式会社）

氏名又は名称 
バークレイズ・グローバル・インベスターズ・オーストラリア・リミテッ
ド(Barclays Global Investors Australia Ltd)   

住所又は本店所在地 
〒2000  オーストラリア ニュー・サウス・ウェールズ州 シドニー ハーリ
ントン・ストリート 111 

旧氏名又は名称   

旧住所又は本店所在地   

生年月日   

職業   

勤務先名称   

勤務先住所   

設立年月日 昭和54年11月27日

代表者氏名 ジャスティン・ウッド

代表者役職 最高経営責任者

事業内容 銀行業 

事務上の連絡先及び担当者名 
バークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株式会社 
ビジネス・サービス・グループ  佐藤 恵太郎 

電話番号 03-5469-7090 

顧客および投資信託等の資産運用目的 



(3) 【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】 

  

  

(4) 【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】 

  

  

(5) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

  

  

  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(株)   0 0 1,246,700 

新株予約権証券(株) A － F   

新株予約権付社債券(株) B － G   

対象有価証券 
カバードワラント 

C H   

株券預託証券     

株券関連預託証券 D I   

対象有価証券償還社債 E J   

合計(株) K 0 L 0 M 1,246,700 

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 

N 0

保有株券等の数(総数) 
(K＋L＋M－N) 

O 1,246,700

保有潜在株式の数 
(A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＋H＋I
＋J) 

P 0

発行済株式総数(株) 
(平成18年10月26日現在) 

Q 1,007,617,690

上記提出者の 
株券等保有割合(％) 
(O／(P＋Q)×100) 

  0.12%

直前の報告書に記載された 
株券等保有割合(％) 

  0.12%

年月日 株券等の種類 数量 取得又は処分の別 単価 

平成18年9月21日 普通株 35,500 取得  

平成18年10月19日 普通株 124,500 取得  

平成18年10月20日 普通株 3,500 処分  

なし 



  

(6) 【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】 

  

  

自己資金額(R)(千円) 0

借入金額計(S)(千円) 0

その他金額計(T)(千円) 346,609

上記(T)の内訳 運用資産

取得資金合計(千円) 
(R＋S＋T) 

346,609

番号 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額(千円) 

         

番号 名称(支店名) 代表者氏名 所在地

    



6【提出者(大量保有者)／6】 

(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】 

  

  

個人・法人の別 法人(有限会社）

氏名又は名称 
バークレイズ・グローバル・インベスターズ・リミテッド (Barclays 
Global Investors Ltd) 

住所又は本店所在地 〒EC3N 4HH 英国ロンドン市 ロイヤル・ミント・コート1

旧氏名又は名称   

旧住所又は本店所在地   

生年月日   

職業   

勤務先名称   

勤務先住所   

設立年月日 昭和39年3月18日

代表者氏名 リンゼイ・トムリンソン

代表者役職 最高経営責任者

事業内容 投資顧問業 

事務上の連絡先及び担当者名 
バークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株式会社 
ビジネス・サービス・グループ  佐藤 恵太郎 

電話番号 03-5469-7090 

顧客および投資信託等の資産運用目的 



(3) 【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】 

  

  

  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(株)   0 0 15,286,948 

新株予約権証券(株) A － F   

新株予約権付社債券(株) B － G   

対象有価証券 
カバードワラント 

C H   

株券預託証券     

株券関連預託証券 D I   

対象有価証券償還社債 E J   

合計(株) K 0 L 0 M 15,286,948 

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 

N 0

保有株券等の数(総数) 
(K＋L＋M－N) 

O 15,286,948

保有潜在株式の数 
(A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＋H＋I
＋J) 

P 0

発行済株式総数(株) 
(平成18年10月26日現在) 

Q 1,007,617,690

上記提出者の 
株券等保有割合(％) 
(O／(P＋Q)×100) 

  1.52%

直前の報告書に記載された 
株券等保有割合(％) 

  1.53%



(4) 【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】 

  

  

(5) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

  

  

年月日 株券等の種類 数量 取得又は処分の別 単価 

平成18年9月1日 普通株 47,000 取得  

平成18年9月11日 普通株 67,000 取得  

平成18年9月13日 普通株 12,000 処分  

平成18年9月19日 普通株 1,749,000 取得  

平成18年9月21日 普通株 4,000 取得  

平成18年9月21日 普通株 98,052 処分  

平成18年9月22日 普通株 273,000 取得 移管による

平成18年9月22日 普通株 273,000 処分 移管による

平成18年9月25日 普通株 14,000 処分  

平成18年9月26日 普通株 4,000 取得  

平成18年9月27日 普通株 273,000 処分  

平成18年10月2日 普通株 18,000 取得  

平成18年10月2日 普通株 22,000 処分  

平成18年10月2日 普通株 54,000 取得 移管による

平成18年10月2日 普通株 31,500 処分 移管による

平成18年10月3日 普通株 2,000 取得  

平成18年10月10日 普通株 4,000 取得  

平成18年10月11日 普通株 9,000 処分  

平成18年10月13日 普通株 32,500 取得 移管による

平成18年10月16日 普通株 343,500 取得  

平成18年10月16日 普通株 54,500 取得 移管による

平成18年10月16日 普通株 54,500 処分 移管による

平成18年10月16日 普通株 22,000 処分 委託者に返戻

平成18年10月17日 普通株 2,000 取得  

平成18年10月17日 普通株 90,000 取得 移管による

平成18年10月17日 普通株 90,000 処分 移管による

平成18年10月19日 普通株 2,000 取得  

平成18年10月20日 普通株 158,000 取得  

平成18年10月23日 普通株 374,500 取得  

平成18年10月25日 普通株 1,000 取得  

平成18年10月25日 普通株 90,000 処分  

なし 



  

(6) 【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】 

  

  

自己資金額(R)(千円) 0

借入金額計(S)(千円) 0

その他金額計(T)(千円) 4,747,823

上記(T)の内訳 運用資産

取得資金合計(千円) 
(R＋S＋T) 

4,747,823

番号 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額(千円) 

         

番号 名称(支店名) 代表者氏名 所在地

    



7【提出者(大量保有者)／7】 

(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】 

  

  

個人・法人の別 法人(有限会社）

氏名又は名称 バークレイズ・バンク・ピーエルシー (Barclays Bank PLC Ltd) 

住所又は本店所在地 〒E14 5HP 英国 ロンドン市 チャーチル・プレイス1

旧氏名又は名称   

旧住所又は本店所在地   

生年月日   

職業   

勤務先名称   

勤務先住所   

設立年月日 西暦1836年6月1日

代表者氏名 ロバート・ノウィキィ

代表者役職 最高経営責任者

事業内容 銀行業 

事務上の連絡先及び担当者名 
バークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株式会社 
ビジネス・サービス・グループ  佐藤 恵太郎 

電話番号 03-5469-7090 

自己資産の運用目的 



(3) 【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】 

  

  

  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(株)   441,000 0   

新株予約権証券(株) A － F   

新株予約権付社債券(株) B － G   

対象有価証券 
カバードワラント 

C H   

株券預託証券     

株券関連預託証券 D I   

対象有価証券償還社債 E J   

合計(株) K 441,000 L 0 M 0 

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 

N 0

保有株券等の数(総数) 
(K＋L＋M－N) 

O 441,000

保有潜在株式の数 
(A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＋H＋I
＋J) 

P 0

発行済株式総数(株) 
(平成18年10月26日現在) 

Q 1,007,617,690

上記提出者の 
株券等保有割合(％) 
(O／(P＋Q)×100) 

  0.04%

直前の報告書に記載された 
株券等保有割合(％) 

  0.04%



(4) 【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】 

  

  

(5) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

  

  

(6) 【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】 

  

  

年月日 株券等の種類 数量 取得又は処分の別 単価 

該当期間中取引なし   

なし 

自己資金額(R)(千円) 180,180

借入金額計(S)(千円) 0

その他金額計(T)(千円) 0

上記(T)の内訳 

取得資金合計(千円) 
(R＋S＋T) 

180,180

番号 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額(千円) 

         

番号 名称(支店名) 代表者氏名 所在地

    



8【提出者(大量保有者)／8】 

(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】 

  

  

個人・法人の別 法人(有限会社）

氏名又は名称 
バークレイズ・キャピタル・セキュリティ-ズ・リミテッド (Barclays 
Capital Securities Ltd) 

住所又は本店所在地 〒E14 4BB 英国 ロンドン市 カナリーワーフ ノース・コロネード5 

旧氏名又は名称   

旧住所又は本店所在地   

生年月日   

職業   

勤務先名称   

勤務先住所   

設立年月日 昭和60年7月9日

代表者氏名 ロバート・ノウィキィ

代表者役職 最高経営責任者

事業内容 証券業 

事務上の連絡先及び担当者名 
バークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株式会社 
ビジネス・サービス・グループ  佐藤 恵太郎 

電話番号 03-5469-7090 

自己資産の運用目的 



(3) 【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】 

  

  

  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(株)   12,349,904 0   

新株予約権証券(株) A － F   

新株予約権付社債券(株) B － G   

対象有価証券 
カバードワラント 

C H   

株券預託証券     

株券関連預託証券 D I   

対象有価証券償還社債 E J   

合計(株) K 12,349,904 L 0 M 0 

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 

N 0

保有株券等の数(総数) 
(K＋L＋M－N) 

O 12,349,904

保有潜在株式の数 
(A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＋H＋I
＋J) 

P 0

発行済株式総数(株) 
(平成18年10月26日現在) 

Q 1,007,617,690

上記提出者の 
株券等保有割合(％) 
(O／(P＋Q)×100) 

  1.23%

直前の報告書に記載された 
株券等保有割合(％) 

  2.01%



(4) 【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 取得又は処分の別 単価 

平成18年8月28日 普通株 998,500 取得  

平成18年8月28日 普通株 998,500 処分  

平成18年8月29日 普通株 62,000 処分 株券貸借取引

平成18年8月29日 普通株 684,000 取得  

平成18年8月29日 普通株 477,000 処分  

平成18年8月30日 普通株 118,500 処分 株券貸借取引

平成18年8月30日 普通株 572,500 取得  

平成18年8月30日 普通株 784,500 処分  

平成18年9月1日 普通株 500,000 取得 株券貸借取引

平成18年9月1日 普通株 120,000 処分 株券貸借取引

平成18年9月1日 普通株 1,612,000 取得  

平成18年9月1日 普通株 1,598,500 処分  

平成18年9月4日 普通株 345,000 取得  

平成18年9月4日 普通株 345,000 処分  

平成18年9月5日 普通株 10,000 取得 株券貸借取引

平成18年9月5日 普通株 317,500 取得  

平成18年9月5日 普通株 317,500 処分  

平成18年9月6日 普通株 295,000 取得 株券貸借取引

平成18年9月6日 普通株 517,500 取得  

平成18年9月6日 普通株 517,500 処分  

平成18年9月7日 普通株 315,000 処分 株券貸借取引

平成18年9月7日 普通株 330,000 取得  

平成18年9月7日 普通株 330,000 処分  

平成18年9月8日 普通株 305,000 処分 株券貸借取引

平成18年9月11日 普通株 15,000 処分 株券貸借取引

平成18年9月11日 普通株 331,000 取得  

平成18年9月11日 普通株 339,096 処分  

平成18年9月12日 普通株 15,000 取得 株券貸借取引

平成18年9月12日 普通株 204,000 取得  

平成18年9月12日 普通株 204,000 処分  

平成18年9月13日 普通株 141,000 取得 株券貸借取引

平成18年9月13日 普通株 21,000 取得  

平成18年9月13日 普通株 21,000 処分  

平成18年9月14日 普通株 120,000 処分 株券貸借取引

平成18年9月14日 普通株 8,500 取得  

平成18年9月14日 普通株 8,500 処分  

平成18年9月15日 普通株 62,000 処分 株券貸借取引

平成18年9月15日 普通株 29,000 取得  

平成18年9月15日 普通株 29,000 処分  

平成18年9月19日 普通株 187,000 取得 株券貸借取引

平成18年9月19日 普通株 94,000 取得  

平成18年9月19日 普通株 108,500 処分  

平成18年9月20日 普通株 857,000 取得 株券貸借取引

平成18年9月20日 普通株 323,000 取得  

平成18年9月20日 普通株 323,000 処分  

平成18年9月21日 普通株 296,000 処分 株券貸借取引

平成18年9月21日 普通株 54,500 取得  

平成18年9月21日 普通株 54,500 処分  

平成18年9月22日 普通株 100,000 処分 株券貸借取引

平成18年9月22日 普通株 217,000 取得  



平成18年9月22日 普通株 217,000 処分  

平成18年9月25日 普通株 253,000 取得 株券貸借取引

平成18年9月25日 普通株 234,000 取得  

平成18年9月25日 普通株 234,000 処分  

平成18年9月26日 普通株 12,000 処分 株券貸借取引

平成18年9月26日 普通株 107,000 取得  

平成18年9月26日 普通株 107,000 処分  

平成18年9月27日 普通株 218,500 取得  

平成18年9月27日 普通株 218,500 処分  

平成18年9月28日 普通株 109,500 取得 株券貸借取引

平成18年9月28日 普通株 172,500 取得  

平成18年9月28日 普通株 172,500 処分  

平成18年9月29日 普通株 50,000 処分 株券貸借取引

平成18年9月29日 普通株 626,500 取得  

平成18年9月29日 普通株 596,500 処分  

平成18年10月2日 普通株 819,500 取得  

平成18年10月2日 普通株 849,500 処分  

平成18年10月3日 普通株 656,000 取得  

平成18年10月3日 普通株 656,000 処分  

平成18年10月4日 普通株 413,000 取得  

平成18年10月4日 普通株 413,000 処分  

平成18年10月5日 普通株 300,000 取得 株券貸借取引

平成18年10月5日 普通株 164,000 取得  

平成18年10月5日 普通株 164,000 処分  

平成18年10月6日 普通株 1,094,000 取得 株券貸借取引

平成18年10月6日 普通株 395,000 取得  

平成18年10月6日 普通株 395,000 処分  

平成18年10月10日 普通株 56,500 処分 株券貸借取引

平成18年10月10日 普通株 121,000 取得  

平成18年10月10日 普通株 121,000 処分  

平成18年10月11日 普通株 629,000 取得 株券貸借取引

平成18年10月11日 普通株 532,000 取得  

平成18年10月11日 普通株 532,000 処分  

平成18年10月12日 普通株 639,000 処分 株券貸借取引

平成18年10月12日 普通株 169,500 取得  

平成18年10月12日 普通株 155,000 処分  

平成18年10月13日 普通株 1,524,000 取得 株券貸借取引

平成18年10月13日 普通株 301,000 取得  

平成18年10月13日 普通株 301,000 処分  

平成18年10月16日 普通株 100,000 処分 株券貸借取引

平成18年10月16日 普通株 358,000 取得  

平成18年10月16日 普通株 358,000 処分  

平成18年10月18日 普通株 12,807,500 取得 株券貸借取引

平成18年10月18日 普通株 1,346,000 処分 株券貸借取引

平成18年10月18日 普通株 930,500 取得  

平成18年10月18日 普通株 930,500 処分  

平成18年10月19日 普通株 482,500 処分 株券貸借取引

平成18年10月19日 普通株 255,500 取得  

平成18年10月19日 普通株 269,500 処分  

平成18年10月20日 普通株 2,721,900 取得 株券貸借取引

平成18年10月20日 普通株 654,500 取得  

平成18年10月20日 普通株 640,500 処分  

平成18年10月23日 普通株 18,255,600 処分 株券貸借取引



  

(5) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

  

  

(6) 【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】 

  

  

平成18年10月23日 普通株 345,000 取得  

平成18年10月23日 普通株 342,000 処分  

平成18年10月24日 普通株 3,842,460 処分 株券貸借取引

平成18年10月24日 普通株 136,500 取得  

平成18年10月24日 普通株 136,500 処分  

平成18年10月26日 普通株 7,947,340 処分 株券貸借取引

平成18年10月26日 普通株 1,540,000 取得  

平成18年10月26日 普通株 1,541,500 処分  

なし 

自己資金額(R)(千円) 10,399

借入金額計(S)(千円) 0

その他金額計(T)(千円) 0

上記(T)の内訳 株券貸借取引

取得資金合計(千円) 
(R＋S＋T) 

10,399

番号 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額(千円) 

         

番号 名称(支店名) 代表者氏名 所在地

    



9【提出者(大量保有者)／9】 

(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】 

  

  

個人・法人の別 法人(株式会社）

氏名又は名称 バークレイズ・キャピタル証券株式会社

住所又は本店所在地 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-2-2

旧氏名又は名称   

旧住所又は本店所在地   

生年月日   

職業   

勤務先名称   

勤務先住所   

設立年月日 平成17年11月8日

代表者氏名 中居 英治 

代表者役職 代表取締役社長

事業内容 証券業 

事務上の連絡先及び担当者名 
バークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株式会社 
ビジネス・サービス・グループ  佐藤 恵太郎 

電話番号 03-5469-7090 

自己資産の運用目的 



(3) 【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】 

  

  

  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(株)   5,157,500 0   

新株予約権証券(株) A － F   

新株予約権付社債券(株) B － G   

対象有価証券 
カバードワラント 

C H   

株券預託証券     

株券関連預託証券 D I   

対象有価証券償還社債 E J   

合計(株) K 5,157,500 L 0 M 0 

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 

N 0

保有株券等の数(総数) 
(K＋L＋M－N) 

O 5,157,500

保有潜在株式の数 
(A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＋H＋I
＋J) 

P 0

発行済株式総数(株) 
(平成18年10月26日現在) 

Q 1,007,617,690

上記提出者の 
株券等保有割合(％) 
(O／(P＋Q)×100) 

  0.51%

直前の報告書に記載された 
株券等保有割合(％) 

  0.40%



(4) 【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 取得又は処分の別 単価 

平成18年8月28日 普通株 837,000 取得 株券貸借取引

平成18年8月28日 普通株 823,000 取得  

平成18年8月28日 普通株 823,000 処分  

平成18年8月29日 普通株 46,500 処分 株券貸借取引

平成18年8月29日 普通株 477,000 取得  

平成18年8月29日 普通株 477,000 処分  

平成18年8月30日 普通株 820,500 処分 株券貸借取引

平成18年8月30日 普通株 572,500 取得  

平成18年8月30日 普通株 572,500 処分  

平成18年9月1日 普通株 902,000 取得 株券貸借取引

平成18年9月1日 普通株 1,553,500 取得  

平成18年9月1日 普通株 1,553,500 処分  

平成18年9月4日 普通株 642,000 処分 株券貸借取引

平成18年9月4日 普通株 345,000 取得  

平成18年9月4日 普通株 345,000 処分  

平成18年9月5日 普通株 652,000 取得 株券貸借取引

平成18年9月5日 普通株 317,500 取得  

平成18年9月5日 普通株 317,500 処分  

平成18年9月6日 普通株 823,000 取得 株券貸借取引

平成18年9月6日 普通株 517,500 取得  

平成18年9月6日 普通株 517,500 処分  

平成18年9月7日 普通株 15,000 処分 株券貸借取引

平成18年9月7日 普通株 330,000 取得  

平成18年9月7日 普通株 330,000 処分  

平成18年9月8日 普通株 1,437,000 処分 株券貸借取引

平成18年9月8日 普通株 148,500 取得  

平成18年9月8日 普通株 148,500 処分  

平成18年9月11日 普通株 323,000 処分 株券貸借取引

平成18年9月11日 普通株 182,500 取得  

平成18年9月11日 普通株 182,500 処分  

平成18年9月12日 普通株 9,000 処分 株券貸借取引

平成18年9月12日 普通株 204,000 取得  

平成18年9月12日 普通株 204,000 処分  

平成18年9月13日 普通株 141,000 取得 株券貸借取引

平成18年9月13日 普通株 21,000 取得  

平成18年9月13日 普通株 21,000 処分  

平成18年9月14日 普通株 21,000 取得 株券貸借取引

平成18年9月14日 普通株 8,500 取得  

平成18年9月14日 普通株 8,500 処分  

平成18年9月15日 普通株 282,000 処分 株券貸借取引

平成18年9月15日 普通株 29,000 取得  

平成18年9月15日 普通株 29,000 処分  

平成18年9月19日 普通株 435,500 取得 株券貸借取引

平成18年9月19日 普通株 94,000 取得  

平成18年9月19日 普通株 94,000 処分  

平成18年9月20日 普通株 279,500 取得 株券貸借取引

平成18年9月20日 普通株 323,000 取得  

平成18年9月20日 普通株 323,000 処分  

平成18年9月21日 普通株 54,500 取得  

平成18年9月21日 普通株 54,500 処分  



平成18年9月22日 普通株 217,000 取得  

平成18年9月22日 普通株 217,000 処分  

平成18年9月25日 普通株 234,000 取得  

平成18年9月25日 普通株 234,000 処分  

平成18年9月26日 普通株 253,000 取得 株券貸借取引

平成18年9月26日 普通株 107,000 取得  

平成18年9月26日 普通株 107,000 処分  

平成18年9月27日 普通株 218,500 取得  

平成18年9月27日 普通株 218,500 処分  

平成18年9月28日 普通株 1,375,500 取得 株券貸借取引

平成18年9月28日 普通株 172,500 取得  

平成18年9月28日 普通株 172,500 処分  

平成18年9月29日 普通株 1,413,000 処分 株券貸借取引

平成18年9月29日 普通株 596,500 取得  

平成18年9月29日 普通株 596,500 処分  

平成18年10月2日 普通株 819,500 取得  

平成18年10月2日 普通株 819,500 処分  

平成18年10月3日 普通株 646,000 取得 株券貸借取引

平成18年10月3日 普通株 656,000 取得  

平成18年10月3日 普通株 656,000 処分  

平成18年10月5日 普通株 646,000 処分 株券貸借取引

平成18年10月5日 普通株 727,000 取得  

平成18年10月5日 普通株 727,000 処分  

平成18年10月6日 普通株 2,830,000 取得 株券貸借取引

平成18年10月6日 普通株 395,000 取得  

平成18年10月6日 普通株 395,000 処分  

平成18年10月10日 普通株 121,000 取得  

平成18年10月10日 普通株 121,000 処分  

平成18年10月11日 普通株 463,000 処分 株券貸借取引

平成18年10月11日 普通株 476,000 取得  

平成18年10月11日 普通株 476,000 処分  

平成18年10月12日 普通株 2,480,000 取得 株券貸借取引

平成18年10月12日 普通株 155,000 取得  

平成18年10月12日 普通株 155,000 処分  

平成18年10月13日 普通株 1,353,000 処分 株券貸借取引

平成18年10月13日 普通株 301,000 取得  

平成18年10月13日 普通株 301,000 処分  

平成18年10月16日 普通株 358,000 取得  

平成18年10月16日 普通株 358,000 処分  

平成18年10月18日 普通株 26,500 取得 株券貸借取引

平成18年10月18日 普通株 1,447,500 処分 株券貸借取引

平成18年10月18日 普通株 930,500 取得  

平成18年10月18日 普通株 930,500 処分  

平成18年10月19日 普通株 832,500 処分 株券貸借取引

平成18年10月19日 普通株 243,000 取得  

平成18年10月19日 普通株 243,000 処分  

平成18年10月20日 普通株 5,696,000 取得 株券貸借取引

平成18年10月20日 普通株 630,500 取得  

平成18年10月20日 普通株 630,500 処分  

平成18年10月23日 普通株 3,180,000 処分 株券貸借取引

平成18年10月23日 普通株 342,000 取得  

平成18年10月23日 普通株 342,000 処分  

平成18年10月24日 普通株 5,994,500 処分 株券貸借取引



  

(5) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

  

  

(6) 【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】 

  

  

平成18年10月24日 普通株 136,500 取得  

平成18年10月24日 普通株 136,500 処分  

平成18年10月26日 普通株 6,843,500 取得 株券貸借取引

平成18年10月26日 普通株 5,756,500 処分 株券貸借取引

平成18年10月26日 普通株 1,446,000 取得  

平成18年10月26日 普通株 1,446,000 処分  

なし 

自己資金額(R)(千円) 0

借入金額計(S)(千円) 0

その他金額計(T)(千円) 0

上記(T)の内訳 株券貸借取引

取得資金合計(千円) 
(R＋S＋T) 

0

番号 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額(千円) 

         

番号 名称(支店名) 代表者氏名 所在地

    



10【提出者(大量保有者)／10】 

(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】 

  

  

個人・法人の別 法人(株式会社）

氏名又は名称 バークレイズ・キャピタル・インク （Barclays Capital Inc） 

住所又は本店所在地 
〒94105 米国 コネチカット州  ハートフォード コマーシャル・プラザ シ
ーテー・コーポレーションシステム 

旧氏名又は名称   

旧住所又は本店所在地   

生年月日   

職業   

勤務先名称   

勤務先住所   

設立年月日 昭和55年11月28日

代表者氏名 ロバート・ノウィキィ

代表者役職 最高経営責任者

事業内容 証券業 

事務上の連絡先及び担当者名 
バークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株式会社 
ビジネス・サービス・グループ  佐藤 恵太郎 

電話番号 03-5469-7090 

自己資産の運用目的 



(3) 【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】 

  

  

  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(株)   3,403,500 0   

新株予約権証券(株) A － F   

新株予約権付社債券(株) B － G   

対象有価証券 
カバードワラント 

C H   

株券預託証券     

株券関連預託証券 D I   

対象有価証券償還社債 E J   

合計(株) K 3,403,500 L 0 M 0 

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 

N 0

保有株券等の数(総数) 
(K＋L＋M－N) 

O 3,403,500

保有潜在株式の数 
(A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＋H＋I
＋J) 

P 0

発行済株式総数(株) 
(平成18年10月26日現在) 

Q 1,007,617,690

上記提出者の 
株券等保有割合(％) 
(O／(P＋Q)×100) 

  0.34%

直前の報告書に記載された 
株券等保有割合(％) 

  1.16%



(4) 【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】 

  

  

(5) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

  

  

(6) 【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】 

  

  

年月日 株券等の種類 数量 取得又は処分の別 単価 

平成18年9月15日 普通株 100,000 取得 株券貸借取引

平成18年9月19日 普通株 366,400 取得 株券貸借取引

平成18年9月21日 普通株 216,000 処分 株券貸借取引

平成18年9月28日 普通株 150,000 取得 株券貸借取引

平成18年9月29日 普通株 100,000 取得 株券貸借取引

平成18年10月10日 普通株 23,500 取得 株券貸借取引

平成18年10月11日 普通株 47,000 処分 株券貸借取引

平成18年10月12日 普通株 100,000 取得 株券貸借取引

平成18年10月13日 普通株 200,000 処分 株券貸借取引

平成18年10月18日 普通株 289,000 取得 株券貸借取引

平成18年10月19日 普通株 414,000 処分 株券貸借取引

平成18年10月20日 普通株 3,544,400 取得 株券貸借取引

平成18年10月23日 普通株 3,710,000 取得 株券貸借取引

平成18年10月24日 普通株 6,331,800 処分 株券貸借取引

平成18年10月26日 普通株 320,000 取得 株券貸借取引

平成18年10月26日 普通株 8,575,000 処分 株券貸借取引

なし 

自己資金額(R)(千円) 0

借入金額計(S)(千円) 0

その他金額計(T)(千円) 0

上記(T)の内訳 株券貸借取引

取得資金合計(千円) 
(R＋S＋T) 

0

番号 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額(千円) 

         

番号 名称(支店名) 代表者氏名 所在地

    



11【提出者(大量保有者)／11】 

(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】 

  

  

個人・法人の別 法人(株式会社）

氏名又は名称 
バークレイズ・グローバル・インベスターズ・カナダ・リミテッド
(Barclays Global Investors Canada Ltd)   

住所又は本店所在地 
〒M5J 2S1 カナダ オンタリオ州  トロント市 ベイ・ストリート161, 2500
号 

旧氏名又は名称   

旧住所又は本店所在地   

生年月日   

職業   

勤務先名称   

勤務先住所   

設立年月日 平成4年6月4日

代表者氏名 ラジブ・シルガード

代表者役職 最高経営責任者

事業内容 投資顧問業 

事務上の連絡先及び担当者名 
バークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株式会社 
ビジネス・サービス・グループ  佐藤 恵太郎 

電話番号 03-5469-7090 

顧客および投資信託等の資産運用目的 



(3) 【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】 

  

  

(4) 【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】 

  

  

(5) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

  

  

  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(株)   0 0 55,500 

新株予約権証券(株) A － F   

新株予約権付社債券(株) B － G   

対象有価証券 
カバードワラント 

C H   

株券預託証券     

株券関連預託証券 D I   

対象有価証券償還社債 E J   

合計(株) K 0 L 0 M 55,500 

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 

N 0

保有株券等の数(総数) 
(K＋L＋M－N) 

O 55,500

保有潜在株式の数 
(A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＋H＋I
＋J) 

P 0

発行済株式総数(株) 
(平成18年10月26日現在) 

Q 1,007,617,690

上記提出者の 
株券等保有割合(％) 
(O／(P＋Q)×100) 

  0.01%

直前の報告書に記載された 
株券等保有割合(％) 

  0.01%

年月日 株券等の種類 数量 取得又は処分の別 単価 

該当期間中取引なし   

なし 



  

(6) 【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】 

  

  

自己資金額(R)(千円) 0

借入金額計(S)(千円) 0

その他金額計(T)(千円) 21,382

上記(T)の内訳 運用資産

取得資金合計(千円) 
(R＋S＋T) 

21,382

番号 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額(千円) 

         

番号 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】 

  

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】 

  

  

(1) バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行株式会社 

(2) バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社  

(3) バークレイズ・グローバル・インベスターズ、エヌ・エイ (Barclays Global Investors,N.A.) 

(4) バークレイズ・グローバル・ファンド・アドバイザーズ (Barclays Global Fund Advisors) 

(5) バークレイズ・グローバル・インベスターズ・オーストラリア・リミテッド(Barclays Global Investors 

Australia Ltd)   

(6) バークレイズ・グローバル・インベスターズ・リミテッド(Barclays Global Investors Ltd) 

(7) バークレイズ・バンク・ピーエルシー (Barclays Bank PLC Ltd) 

(8) バークレイズ・キャピタル・セキュリティ-ズ・リミテッド(Barclays Capital Securities Ltd) 

(9) バークレイズ・キャピタル証券株式会社 

(10) バークレイズ・キャピタル・インク （Barclays Capital Inc） 

(11) バークレイズ・グローバル・インベスターズ・カナダ・リミテッド(Barclays Global Investors Canada 

Ltd)   

  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(株)   21,351,904 0 79,944,148

新株予約権証券(株) A － F  

新株予約権付社債券(株) B － G  

対象有価証券 
カバードワラント 

C H  

株券預託証券    

株券関連預託証券 D I  

対象有価証券償還社債 E J  

合計(株) K 21,351,904 L 0 M 79,944,148

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 

N 0 

保有株券等の数(総数) 
(K＋L＋M－N) 

O 101,296,052

保有潜在株式の数 
(A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＋H＋I
＋J) 

P 0

発行済株式総数(株) 
(平成18年10月26日現在) 

Q 1,007,617,690

上記提出者の 
株券等保有割合(％) 
(O／(P＋Q)×100) 

  10.05%

直前の報告書に記載された 
株券等保有割合(％) 

  11.52%


	表紙
	本文
	第１発行会社に関する事項
	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)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

	(4)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
	(5)当該株券等に関する担保契約等重要な契約
	(6)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)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

	(4)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
	(5)当該株券等に関する担保契約等重要な契約
	(6)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)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

	(4)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
	(5)当該株券等に関する担保契約等重要な契約
	(6)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)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

	(4)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
	(5)当該株券等に関する担保契約等重要な契約
	(6)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


	5提出者(大量保有者)／5
	(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)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

	(4)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
	(5)当該株券等に関する担保契約等重要な契約
	(6)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


	6提出者(大量保有者)／6
	(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)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

	(4)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
	(5)当該株券等に関する担保契約等重要な契約
	(6)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


	7提出者(大量保有者)／7
	(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)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

	(4)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
	(5)当該株券等に関する担保契約等重要な契約
	(6)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


	8提出者(大量保有者)／8
	(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)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

	(4)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
	(5)当該株券等に関する担保契約等重要な契約
	(6)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


	9提出者(大量保有者)／9
	(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)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

	(4)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
	(5)当該株券等に関する担保契約等重要な契約
	(6)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


	10提出者(大量保有者)／10
	(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)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

	(4)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
	(5)当該株券等に関する担保契約等重要な契約
	(6)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


	11提出者(大量保有者)／11
	(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)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

	(4)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
	(5)当該株券等に関する担保契約等重要な契約
	(6)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




	pageform1: 1/41
	pageform2: 2/41
	form1: EDINET提出書類  2006/11/02 提出
	form2: バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行株式会社(T04364)
	form3: 大量保有報告書
	pageform3: 3/41
	pageform4: 4/41
	pageform5: 5/41
	pageform6: 6/41
	pageform7: 7/41
	pageform8: 8/41
	pageform9: 9/41
	pageform10: 10/41
	pageform11: 11/41
	pageform12: 12/41
	pageform13: 13/41
	pageform14: 14/41
	pageform15: 15/41
	pageform16: 16/41
	pageform17: 17/41
	pageform18: 18/41
	pageform19: 19/41
	pageform20: 20/41
	pageform21: 21/41
	pageform22: 22/41
	pageform23: 23/41
	pageform24: 24/41
	pageform25: 25/41
	pageform26: 26/41
	pageform27: 27/41
	pageform28: 28/41
	pageform29: 29/41
	pageform30: 30/41
	pageform31: 31/41
	pageform32: 32/41
	pageform33: 33/41
	pageform34: 34/41
	pageform35: 35/41
	pageform36: 36/41
	pageform37: 37/41
	pageform38: 38/41
	pageform39: 39/41
	pageform40: 40/41
	pageform41: 41/41


