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【表紙】 
 

【提出書類】 半期報告書の訂正報告書 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成18年１月27日 

【中間会計期間】 第34期中（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

【会社名】 ＮＥＣモバイリング株式会社 

【英訳名】 NEC Mobiling, Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  松尾 義武 

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目16番８号 

【電話番号】 ０４５（４７６）２３１１（代表） 

【事務連絡者氏名】 経理部長  小菅 祥多 

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目16番８号 

【電話番号】 ０４５（４７６）２３１１（代表） 

【事務連絡者氏名】 経理部長  小菅 祥多 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 
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１【半期報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成17年11月18日に提出いたしました第34期中（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）半期報告書の

記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

 

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第４ 提出会社の状況 

１ 株式等の状況 

(4）大株主の状況 

 

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は＿＿を付して表示しております。 
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第一部【企業情報】 
 

第４【提出会社の状況】 
 

１【株式等の状況】 

(4）【大株主の状況】 

（訂正前） 

  平成17年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目７番１号 7,410 51.00 

日本マスタートラスト信託銀
行株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 621 4.27 

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 553 3.81 

ＮＥＣモバイリング従業員持
株会 

神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目16番８
号 

306 2.11 

ステート ストリート バン
ク アンド トラスト クラ
イアント オムニバス アカ
ウント オーエムゼロツー 
（常任代理人 株式会社みず
ほコーポレート銀行兜町証券
決済業務室） 

100 KING STREET WEST,SUITE 3500,PO BOX
23 TORONTO,ONTARIO M5X 1A9 CANADA 
（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

200 1.38 

ゴールドマン・サックス・イ
ンターナショナル 
（常任代理人 ゴールドマ
ン・サックス証券会社東京支
店） 

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB,U.K 
（東京都港区六本木六丁目10番１号六本木
ヒルズ森タワー） 

188 1.30 

ザ チェース マンハッタン
バンク エヌエイ ロンドン 
（常任代理人 株式会社みず
ほコーポレート銀行兜町証券
決済業務室） 

WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON  
EC2P 2HD,ENGLAND 
（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 
 

154 1.07 

ドイツ証券会社 東京支店 
東京都千代田区永田町二丁目11番１号 山
王パークタワー 

134 0.92 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番10号 111 0.77 

資産管理サービス信託銀行株
式会社（証券投資信託口） 

東京都中央区晴海一丁目８番12号 晴海ア
イランド トリトンスクエア オフィスタ
ワーＺ棟 

108 0.74 

計 － 9,787 67.37 

 （注）１．所有株式数は、いずれも千株未満を切り捨てて表示しております。 
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２．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より、平成17年10月14日付けで提出され

た大量保有報告書（報告義務発生日：平成17年９月30日）により以下のとおり株式を保有している旨の

報告を受けておりますが、当社としては当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができま

せんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

 大量保有者 住所 
保有株券等の数 

（株） 
株券等保有割合

（％） 

 
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

東京都渋谷区広尾一丁目１番39
号 

71,200 0.49 

 
バークレイズ・グローバル・イ
ンベスターズ株式会社 

東京都渋谷区広尾一丁目１番39
号 

524,400 3.61 

 

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.） 

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 

167,000 1.15 

 計 － 762,600 5.25 
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（訂正後） 

  平成17年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目７番１号 7,410 51.00 

日本マスタートラスト信託銀
行株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 621 4.27 

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 553 3.81 

ＮＥＣモバイリング従業員持
株会 

神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目16番８
号 

306 2.11 

ステート ストリート バン
ク アンド トラスト クラ
イアント オムニバス アカ
ウント オーエムゼロツー 
（常任代理人 株式会社みず
ほコーポレート銀行兜町証券
決済業務室） 

100 KING STREET WEST,SUITE 3500,PO BOX
23 TORONTO,ONTARIO M5X 1A9 CANADA 
（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

200 1.38 

ゴールドマン・サックス・イ
ンターナショナル 
（常任代理人 ゴールドマ
ン・サックス証券会社東京支
店） 

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB,U.K 
（東京都港区六本木六丁目10番１号六本木
ヒルズ森タワー） 

188 1.30 

ザ チェース マンハッタン
バンク エヌエイ ロンドン 
（常任代理人 株式会社みず
ほコーポレート銀行兜町証券
決済業務室） 

WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON  
EC2P 2HD,ENGLAND 
（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

154 1.07 

ドイツ証券会社 東京支店 
東京都千代田区永田町二丁目11番１号 山
王パークタワー 

134 0.92 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番10号 111 0.77 

資産管理サービス信託銀行株
式会社（証券投資信託口） 

東京都中央区晴海一丁目８番12号 晴海ア
イランド トリトンスクエア オフィスタ
ワーＺ棟 

108 0.74 

計 － 9,787 67.37 

 （注）１．所有株式数は、いずれも千株未満を切り捨てて表示しております。 
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２．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より、平成17年10月14日付けで提出され

た大量保有報告書（報告義務発生日：平成17年９月30日）により以下のとおり株式を保有している旨の

報告を受けておりますが、当社としては当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができま

せんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

 大量保有者 住所 
保有株券等の数 

（株） 
株券等保有割合

（％） 

 
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

東京都渋谷区広尾一丁目１番39
号 

71,200 0.49 

 
バークレイズ・グローバル・イ
ンベスターズ株式会社 

東京都渋谷区広尾一丁目１番39
号 

524,400 3.61 

 

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.） 

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 

167,000 1.15 

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

英国 ロンドン市 ロンバー
ド・ストリート54 

9,500 0.07 

 

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） 

英国 ロンドン市 ロンバー
ド・ストリート54 

100 0.00 

 計 － 772,200 5.31 
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