
  

【表紙】 

  

【提出書類】 変更報告書 №8 

【根拠条文】 法第27条の26第2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12月31日 

【提出日】 平成19年1月10日 

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 10 

【提出形態】 連名 



  

 

第１【発行会社に関する事項】 

  

発行会社の名称 株式会社アマダ 

会社コード 6113 

上場・店頭の別 上場 

上場証券取引所 東京、大阪 

本店所在地 〒259-1196  神奈川県伊勢原市石田200 

  

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 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   

  

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 

  

④【事務上の連絡先】 

事務上の連絡先 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 

及び担当者名 ビジネス・サービス・グループ  佐藤 恵太郎 

電話番号 03-5469-7090 



  

  

(2)【保有目的】 

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】 

  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   694,000 

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 694,000 

信用取引により譲渡したことに N   

より控除する株券等の数   0 

保有株券等の数（総数） O   

（K+L+M-N）   694,000 

保有潜在株式の数 P   

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)   0 

  

②【株券等保有割合】 

発行済株式総数（株） Q   

(平成18年12月31日現在)   406,434,117 

上記提出者の     

株券等保有割合（％）     

（O/(P+Q)×100）   0.17% 

直前の報告書に記載された     

株券等保有割合（％）   0.27% 

  

(4)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

なし 



  

 

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 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   

  

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 

  

④【事務上の連絡先】 

事務上の連絡先 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 

及び担当者名 ビジネス・サービス・グループ  佐藤 恵太郎 

電話番号 03-5469-7090 

  

(2)【保有目的】 

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】 

  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   6,370,000 

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 6,370,000 

信用取引により譲渡したことに N   

より控除する株券等の数   0 

保有株券等の数（総数） O   

（K+L+M-N）   6,370,000 

保有潜在株式の数 P   

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)   0 

  

②【株券等保有割合】 

発行済株式総数（株） Q   

(平成18年12月31日現在)   406,434,117 

上記提出者の     

株券等保有割合（％）     

（O/(P+Q)×100）   1.57% 

直前の報告書に記載された     

株券等保有割合（％）   2.13% 

  

(4)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

なし 



  

 

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 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   

  

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 

  

④【事務上の連絡先】 

事務上の連絡先 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 

及び担当者名 ビジネス・サービス・グループ  佐藤 恵太郎 

電話番号 03-5469-7090 

  

(2)【保有目的】 

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】 

  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   5,842,570 

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 5,842,570 

信用取引により譲渡したことに N   

より控除する株券等の数   0 

保有株券等の数（総数） O   

（K+L+M-N）   5,842,570 

保有潜在株式の数 P   

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)   0 

  

②【株券等保有割合】 

発行済株式総数（株） Q   

(平成18年12月31日現在)   406,434,117 

上記提出者の     

株券等保有割合（％）     

（O/(P+Q)×100）   1.44% 

直前の報告書に記載された     

株券等保有割合（％）   1.67% 

  

(4)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

なし 



  

 

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 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   

  

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 

  

④【事務上の連絡先】 

事務上の連絡先 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 

及び担当者名 ビジネス・サービス・グループ  佐藤 恵太郎 

電話番号 03-5469-7090 

  

(2)【保有目的】 

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】 

  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   3,379,000 

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 3,379,000 

信用取引により譲渡したことに N   

より控除する株券等の数   0 

保有株券等の数（総数） O   

（K+L+M-N）   3,379,000 

保有潜在株式の数 P   

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)   0 

  

②【株券等保有割合】 

発行済株式総数（株） Q   

(平成18年12月31日現在)   406,434,117 

上記提出者の     

株券等保有割合（％）     

（O/(P+Q)×100）   0.83% 

直前の報告書に記載された     

株券等保有割合（％）   0.78% 

  

(4)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

なし 



  

 

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）】 

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   

  

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 

  

④【事務上の連絡先】 

事務上の連絡先 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 

及び担当者名 ビジネス・サービス・グループ  佐藤 恵太郎 

電話番号 03-5469-7090 

  

(2)【保有目的】 

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】 

  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   175,300 

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 175,300 

信用取引により譲渡したことに N   

より控除する株券等の数   0 

保有株券等の数（総数） O   

（K+L+M-N）   175,300 

保有潜在株式の数 P   

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)   0 

  

②【株券等保有割合】 

発行済株式総数（株） Q   

(平成18年12月31日現在)   406,434,117 

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（％）   0.07% 

  

(4)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

なし 



  

 

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）】 

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   

  

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 

  

④【事務上の連絡先】 

事務上の連絡先 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 

及び担当者名 ビジネス・サービス・グループ  佐藤 恵太郎 

電話番号 03-5469-7090 

  

(2)【保有目的】 

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】 

  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   2,185,000 

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 2,185,000 

信用取引により譲渡したことに N   

より控除する株券等の数   0 

保有株券等の数（総数） O   

（K+L+M-N）   2,185,000 

保有潜在株式の数 P   

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)   0 

  

②【株券等保有割合】 

発行済株式総数（株） Q   

(平成18年12月31日現在)   406,434,117 

上記提出者の     

株券等保有割合（％）     

（O/(P+Q)×100）   0.54% 

直前の報告書に記載された     

株券等保有割合（％）   0.80% 

  

(4)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

なし 



  

 

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）】 

個人・法人の別 法人(株式会社） 

氏名又は名称 バークレイズ・ライフ・アシュアランス・カンパニー・リミテッド 

(Barclays Life Assurance Company 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 ムーレイハウス 

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40年9月8日 

代表者氏名 エドワード・ティリィ 

代表者役職 最高経営責任者 

事業内容 保険業 

  

④【事務上の連絡先】 

事務上の連絡先 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 

及び担当者名 ビジネス・サービス・グループ  佐藤 恵太郎 

電話番号 03-5469-7090 

  

(2)【保有目的】 

純投資目的 

  



  

  

(3)【上記提出者の保有株券等の内訳】 

①【保有株券等の数】 

  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   44,000 

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 44,000 

信用取引により譲渡したことに N   

より控除する株券等の数   0 

保有株券等の数（総数） O   

（K+L+M-N）   44,000 

保有潜在株式の数 P   

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)   0 

  

②【株券等保有割合】 

発行済株式総数（株） Q   

(平成18年12月31日現在)   406,434,117 

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% 

  

(4)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

なし 



  

 

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）】 

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   

  

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 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 

  

④【事務上の連絡先】 

事務上の連絡先 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 

及び担当者名 ビジネス・サービス・グループ  佐藤 恵太郎 

電話番号 03-5469-7090 

  

(2)【保有目的】 

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】 

  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）   317,000   0   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 317,000 L 0 M 0 

信用取引により譲渡したことに N   

より控除する株券等の数   0 

保有株券等の数（総数） O   

（K+L+M-N）   317,000 

保有潜在株式の数 P   

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)   0 

  

②【株券等保有割合】 

発行済株式総数（株） Q   

(平成18年12月31日現在)   406,434,117 

上記提出者の     

株券等保有割合（％）     

（O/(P+Q)×100）   0.08% 

直前の報告書に記載された     

株券等保有割合（％）   0.08% 

  

(4)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

なし 



  

 

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）】 

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・セキュリティーズ・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   

  

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 

  

④【事務上の連絡先】 

事務上の連絡先 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 

及び担当者名 ビジネス・サービス・グループ  佐藤 恵太郎 

電話番号 03-5469-7090 

  

(2)【保有目的】 

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】 

  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）   641,071   0   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 641,071 L 0 M 0 

信用取引により譲渡したことに N   

より控除する株券等の数   0 

保有株券等の数（総数） O   

（K+L+M-N）   641,071 

保有潜在株式の数 P   

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)   0 

  

②【株券等保有割合】 

発行済株式総数（株） Q   

(平成18年12月31日現在)   406,434,117 

上記提出者の     

株券等保有割合（％）     

（O/(P+Q)×100）   0.16% 

直前の報告書に記載された     

株券等保有割合（％）   0.04% 

  

(4)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

なし 



  

 

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）】 

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   

  

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 

  

④【事務上の連絡先】 

事務上の連絡先 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 

及び担当者名 ビジネス・サービス・グループ  佐藤 恵太郎 

電話番号 03-5469-7090 

  

(2)【保有目的】 

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】 

  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   31,000 

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 31,000 

信用取引により譲渡したことに N   

より控除する株券等の数   0 

保有株券等の数（総数） O   

（K+L+M-N）   31,000 

保有潜在株式の数 P   

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)   0 

  

②【株券等保有割合】 

発行済株式総数（株） Q   

(平成18年12月31日現在)   406,434,117 

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% 

  

(4)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

なし 



  

 

第３【共同保有者に関する事項】 

  

該当事項なし 

１【共同保有者／１】 

  

(1)【共同保有者の概要】 

  

①【共同保有者】 

個人・法人の別   

氏名又は名称   

住所又は本店所在地   

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   

代表者氏名   

代表者役職   

事業内容   

  

④【事務上の連絡先】 

事務上の連絡先 

及び担当者名 

  

電話番号   



  

  

(2)【上記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（株）             

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   L   M   

信用取引により譲渡したことに N   

より控除する株券等の数     

保有株券等の数（総数） O   

（K+L+M-N）     

保有潜在株式の数 P   

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)     

  

②【株券等保有割合】 

発行済株式総数（株） Q   

(平成18年12月31日現在)     

上記提出者の     

株券等保有割合（％）     

（O/(P+Q)×100）     

直前の報告書に記載された     

株券等保有割合（％）     



  

 

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) 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・ライフ・アシュアランス・カンパニー・リミテッド(Barclays Life Assurance Company Ltd)  

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

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

(10) 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)   

(11)   

(12)   

(13)   

  

  

  



  

  

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（株）   958,071   0   18,720,870 

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 958,071 L 0 M 18,720,870 

信用取引により譲渡したことに N   

より控除する株券等の数   0  

保有株券等の数（総数） O   

（K+L+M-N）   19,678,941 

保有潜在株式の数 P   

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)   0 

  

 (2)【株券等保有割合】 

発行済株式総数（株） Q   

(平成18年12月31日現在)   406,434,117 

上記提出者の     

株券等保有割合（％）     

（O/(P+Q)×100）   4.84% 

直前の報告書に記載された     

株券等保有割合（％）   5.87% 
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