
 

平成 27年３月 27日 

各 位 

会 社 名   オリンパス株式会社 

代表者名  代表取締役社長執行役員 笹 宏行 

    （コード：7733、東証第１部） 

問合せ先  広報・ＩＲ部長 百武 鉄雄 

    （TEL．03-3340-2111㈹） 

 

損害賠償請求訴訟の和解成立に関するお知らせ 
 

 当社は、平成 24 年 11 月 13 日付適時開示「当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ」及び平成 25

年７月 16日付適時開示「当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ」でお知らせしたとおり、海外の機

関投資家及び年金基金等、合計 92 社から合計 36,085,384,346 円の損害賠償を求める民事訴訟を東京地

方裁判所に提起されておりましたが、本日、裁判外の和解が成立しましたので、下記のとおりお知らせ

いたします。なお、本件和解については引当金を計上済みであるため、業績への影響はございません。 

 
記 

 
１．訴訟の提起から和解に至るまでの経緯 

当社は、平成 23 年 11 月８日付適時開示「過去の損失計上先送りに関するお知らせ」でお知らせした

当社の過去の損失計上先送り問題により、当社が平成 13 年３月期から平成 24 年３月期第１四半期まで

の有価証券報告書、半期報告書及び四半期報告書並びに平成 21 年３月期から平成 23 年３月期までの内

部統制報告書に虚偽記載を行い、それにより合計で 19,253,038,393円の損害を受けたとして、海外の機

関投資家及び年金基金等、合計 49社より、平成 24年６月 28日付で民法第 709条及び第 715条、会社法

第 350条並びに金融商品取引法第 21条の２第１項に基づく損害賠償請求訴訟を提起されており、また、

平成 25 年６月 27 日付で、海外の機関投資家及び年金基金等、合計 43 社からも、合計で

16,832,345,953円の損害を受けたとして民法第 709条及び第 715条、会社法第 350条並びに金融商品取

引法第 21条の２第１項に基づく損害賠償訴訟を提起されておりました。当社は、これまでこれらの訴訟

に関して主張を尽くしてまいりましたが、これまでの訴訟の経過、本件の事案の内容、訴訟を継続した

場合の訴訟費用の増加等を総合的に勘案した結果、和解により早期に本件の解決を図ることが最善の策

であると判断し、下記３．の内容を骨子とする裁判外の和解を行うことといたしました。 

なお、訴訟の過程において原告らの一部による訴えの取下げ及び請求額の変更があったことにより、

最終的な原告数は合計 86社、損害賠償請求額は合計 37,674,068,436円となっております。 

 

２．和解の相手方の概要 

上記の訴訟２件の原告らについては、別紙「原告一覧」をご参照ください。なお、原告らの一部につ

いては、合併等の事由により、訴訟提起時からその名称が変更されております。また、本件の和解の相

手方には別紙「原告一覧」に記載した原告ら（又は当該原告らから上記の訴訟に係る損害賠償請求権を

承継した者）のほか、訴訟とは別に当社に対して同様の損害賠償請求を行っている海外の機関投資家及

び年金基金等が含まれます。 

 

３．和解の主な内容 

 当社は、上記の相手方に対し、本件の和解金として最大で 110 億円を支払い、相手方は、当社に対す

るその余の請求を放棄する。また、原告らは当社による支払をもって当社に対する訴えを取り下げる。 

 

 

 

- 1 - 

 



４．今後の見通し 

平成 25 年 11 月８日付適時開示「第２四半期累計連結予想と業績の差異、通期連結業績予想の修正お

よび特別損失の計上に関するお知らせ」でお知らせした訴訟損失引当金 170 億円のうち 110 億円が本件

訴訟に係る損失に対する引当金ですので、本件和解による業績への影響はございません。 

なお、上記の訴訟損失引当金 170 億円のうち 60億円については平成 25年 11月 18日付適時開示「和

解による訴訟の解決に関するお知らせ」でお知らせした訴訟の和解金に係るものであるため、訴訟損失

引当金 170億円の引当て対象となった訴訟については今回をもって全て和解が成立しました。 

 

以 上 
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原告一覧 
 

※ 各枠内の記載は、平成 24 年６月 28 日付又は平成 25 年６月 27 日付で提起された各訴訟の訴

状の記載に基づいております。 

 

第１原告 

名 称： ティーチャーズ・リタイアメント・システム・オブ・ステート・オブ・イリノイ 

所在地： アメリカ合衆国イリノイ州スプリングフィールド市ウェストワシントンストリート

2815 

代表者： スタン・ラプニック 

 

第２原告 

名 称： シティ・オブ・フィラデルフィア・ボード・オブ・ペンションズ・アンド・リタイア

メント 

所在地： アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア市JFK大通り1500ペンセンター２ 

16階 

代表者： シェリー・スミス 

 

第３原告 

名 称： サンディエゴ・シティ・エンプロイーズ・リタイアメント・システム 

所在地： アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ市ウェスト Aストリート 401、400号室 

代表者： マーク・ホビー 

 

第４原告 

名 称： イーゴン・アイルランド・ピーエルシー 

所在地： アイルランド共和国ダブリン市１カスタムハウスクウェイ I.F.S.C.ハウス２階 

代表者： サイモン・スキナー 

※ 本原告は、訴えを取り下げております。 

 

第５原告 

名 称： ザ・カリフォルニア・ウェルネス・ファウンデーション 

所在地： アメリカ合衆国カリフォルニア州ウッドランドヒルズ 6320カノガ通り 1700号 

代表者： マーガレット・ミニック 

 

第６原告 

名 称： シュティフティン・ピージージーエム・ディポジタリー 

代表会社ピージージーエム・フォーンセンビヒール 

所在地： オランダ王国ノールトベーグノールト市 150ジージェイツァイスト 3704 

代表者： フェンケ・ファント・グローネバトーヘンドリクス 

 

第７原告 

名 称： フィデウラム・ジェスチョンス・エス・アー 

所在地： ルクセンブルグ大公国ルクセンブルグ市バンズ通り 17アー 

代表者： ブルーノ・アルフィエリ 

 

別紙 
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第８原告 

名 称： ウンテルフンド・シカーブ 

所在地： ルクセンブルグ大公国ルクセンブルグ市バンズ通り 17アー 

代表者： ブルーノ・アルフィエリ 

 

第９原告 

名 称： ジョン・ハンコック・バリアブル・インシュランス・トラスト 

所在地： アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市コングレス通り 601 

代表者： グレゴリー・ダンジェロ 

 

第10原告 

名 称： ジョン・ハンコック・ファンズⅡ 

所在地： アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市コングレス通り601 

代表者： グレゴリー・ダンジェロ 

 

第 11原告 

名 称： ジョン・ハンコック・ファンズⅢ 

所在地： アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市コングレス通り 601 

代表者： グレゴリー・ダンジェロ 

 

第 12原告 

名 称： アンドリュー・ダブリュー・メロンファンデーション 

所在地： アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市イースト 62番通り 140 

代表者： ミシェル・ワーマン 

 

第 13原告 

名 称： ロンドン・ライフ・インシュアランス・カンパニー 

所在地： カナダ オンタリオ州ロンドンダフェリンアベニュー255 

代表者： ビー・アール・アリソン 

 

第14原告 

名 称： カナダ・ライフ・アシュアランス・カンパニー 

所在地： カナダオンタリオ州トロント市ユニバーシティアベニュー330 

代表者： ビー・アール・アリソン 

 

第15原告 

名 称： パイオニア・アセット・マネジメント・エス・アー 

所在地： ルクセンブルグ大公国ルクセンブルグ市ヴァイカー アルフォンズ通り４ 

代表者： エンリコ・ターチ 

 

第 16原告 

名 称： パイオニア・インベストメント・マネージメント・エスゲーエルペーアー 

所在地： イタリア共和国ミラノ市ギャラリアサンカーロ６ 

代表者： チンチア・タグリアビュー 
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第 17原告 

名 称： メット・インベスターズ・シリーズ・トラスト-アライアンス・バーンスタイン・グロ

ーバル・ダイナミック・アロケーション・ポートフォリオ 

所在地： アメリカ合衆国カリフォルニア州アーバイン パークプラザ５ 1900号室 

代表者： アリソン・トロイアニ 

 

第 18原告 

名 称： メット・インベスターズ・シリーズ・トラスト-ハリス・オークマーク・インターナシ

ョナル・ポートフォリオ 

所在地： アメリカ合衆国カリフォルニア州アーバイン パークプラザ５ 1900 号室 

代表者： アリソン・トロイアニ 

 

第19原告 

名 称： メット・インベスターズ・シリーズ・トラスト-メット/テンプルトン・グロウス・ポ

ートフォリオ 

所在地： アメリカ合衆国カリフォルニア州アーバイン パークプラザ５ 1900号室 

代表者： アリソン・トロイアニ 

 

第20原告 

名 称： メトロポリタン・シリーズ・ファンド-ベイリー・ギフォード・インターナショナル・

ストック・ポートフォリオ 

所在地： アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市ボイルストンストリート501 

代表者： アリソン・トロイアニ 

※ 本原告は、訴えを取り下げております。 

 

第 21原告 

名 称： メトロポリタン・シリーズ・ファンド-エムエスシーアイ・イーエーエフイー・インデ

ックス・ポートフォリオ 

所在地： アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市ボイルストンストリート 501 

代表者： アリソン・トロイアニ 

 

第 22原告 

名 称： シュティフティン・ペンションフォンド・メタール・エン・テクニック 

所在地： オランダ王国リスウィク市トレブスタート１b 

代表者： ビー・ヴァン・ポプタ 

 

第 23原告 

名 称： シュティフティン・ペンションフォンド・ファン・デ・メタレクトロ 

所在地： オランダ王国スキポール市フォークストロネウェグ 38 

代表者： ジェー・ヴァン・デ・ヴィンド 
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第24原告 

名 称： シュティフティン・エムエヌ・サービシーズ・アーデレンフォンド・べーレ・オース

テン 

所在地： オランダ王国デンハーグ市プリンセスベアトリクスラーン 15 

代表者： ジェー・ヴァン・デ・ヴィンド 

 

第 25原告 

名 称： トランスアメリカ・ファンド 

所在地： アメリカ合衆国フロリダ州セント・ピーターズバーグ市カリルトンパークウェイ 570 

代表者： デニス・ピー・ギャラガー 

 

第26原告 

名 称： トランスアメリカ・シリーズ・トラスト 

所在地： アメリカ合衆国フロリダ州セント・ピーターズバーグ市カリルトンパークウェイ570 

代表者： デニス・ピー・ギャラガー 

 

第27原告 

名 称： ケプラー-フォンズ・カピタルアンラーゲンゲゼルシャフト・エム・ベー・ハー 

所在地： オーストリア国リンツ市オイローパプラッツ１アー 

代表者： ロベルト・グリュンドリンガー 

 

第 28原告 

名 称： ガーディアン・アシュランス・リミテッド 

所在地： 英国ダービーシャー市ドロンフィールド サマーフィールド通り 23 

代表者： クレア・バウスフィールド 

 

第 29原告 

名 称： アルカ・エスゲーエル・エスピーアー 

所在地： イタリア共和国ミラノ市ヴィア・モゼ・ビアンキ６ 

代表者： ウゴ・ロセール 

 

第 30原告 

名 称： インターナショナル・バリュー・アドバイザーズ・エルエルシー 

所在地： アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市フィフスアベニュー717 

代表者： シェンダ・シビリア 

 

第 31原告 

名 称：  

所在地： 提訴後、訴状送達前に取り下げ 

代表者：  

 

第 32原告 

名 称： ガーディアン・リンクト・ライフ・アシュランス・リミテッド 

所在地： 英国ランカシャー市リザム セントアンズバラーム通り 

代表者： アンドリュー・シートン・ビレル 
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第 33原告 

名 称： ガーディアン・ペンションズ・マネジメント・リミテッド 

所在地： 英国ランカシャー市リザム セントアンズバラーム通り 

代表者： アレクサンダー・ワイネンツ 

 

第 34原告 

名 称： メアグ・ミュニック・エルゴー・カピタルアンラーゲンゲゼルシャフト・エムベーハ

ー 

所在地： ドイツ連邦共和国ミュンヘン市オスカー-フォン-ミラー-リンク 18 

代表者： ヘラルド・レヒナー 

 

第 35原告 

名 称： ミュンヘナー・リュックフェアジヒャールングス-ゲゼルシャフト・アクティエンゲゼ

ルシャフト・イン・ミュンヘン 

所在地： ドイツ連邦共和国ミュンヘン市ケーニヒストラー107 

代表者： ラルフ・フォゲルゲザング 

 

第36原告 

名 称： ミュンヘン・リインシュランス・アメリカ・インク 

所在地： アメリカ合衆国ニュージャージー州プリンストン市カレッジロードイースト555 

代表者： イグナチオ・リベラ 

 

第37原告 

名 称： クレディ・スイス・ファンド・アーゲー 

所在地： スイス連邦チューリッヒ州ジールシティ・カランデアガッセ４ 

代表者： ミカエル・ミュンツリー 

 

第38原告 

名 称： クレディ・スイス・ファンド・サービス(ルクセンブルグ)エスエー 

所在地： ルクセンブルク大公国ルクセンブルグ市ジャンモネ通り５ 

代表者： ジーン・ポール・ジナリ 

 

第39原告 

名 称： アメリカン・ビーコン・インターナショナル・エクイティ・ファンド・ア・シリーズ・

オブ・ジ・アメリカン・ビーコン・ファンズ 

所在地： アメリカ合衆国テキサス州フォートワース市アモンカーター大通り4151 

代表者： ローズマリー・ケー・ビーハン 

 

第40原告 

名 称： ステイト・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー 

所在地： アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市ラファイエットアベニュー２ 

代表者： ショーン・マーフィー 
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第41原告 

名 称： イラバ・インベスト・カピタルアンラーゲ ゲゼルシャフト・エム・ベー・ハー 

所在地： ドイツ連邦共和国フランクフルト市ユングホスストラーセ30 

代表者： ユーベ・トラウトマン 

 

第42原告 

名 称： インテルナチオナーレ・カピタルアンラゲ・ゲゼルシャフト・エム・ベー・ハー 

所在地： ドイツ連邦共和国デュッセルドルフ市ヨークストラーセ21 

代表者： アレクサンダー・ポッペ 

 

第43原告 

名 称： マニュライフ生命保険株式会社 

所在地： 東京都調布市国領町四丁目34番地１ 

代表者： 代表執行役クレイグ・ブロムリー 

 

第44原告 

名 称： スコティッシュ・エクイタブル・ピーエルシー 

所在地： 英国エジンバラ市エジンバラパーク 

代表者： オットー・トーレセン 

 

第45原告 

名 称： ガバメント・オブ・シンガポール・インベストメント・コーポレーション・ピーティ

ーイー・リミテッド 

所在地： シンガポール共和国ロビンソン通り168キャピタルタワー#37-01 

代表者： チュア・リー・ミン 

※ 本原告の名称が「ジー・アイ・シー・プライベート・リミテッド」に変更された旨の通知

を、本原告より受領しております。 

 

第46原告 

名 称： シュティフティン・ペンシオンフォンズ・エービーピー 

所在地： オランダ王国ヘールレン市オウドリンデスタート70 

代表者： ヘンク・ブラウワー 

 

第47原告 

名 称： シュティフティン・デポジタリー・エーピージー・ディベロップト・マーケッツ・エ

クイティ・プール 

所在地： オランダ王国ヘールレン市オウドリンデスタート70 

代表者： アントニアース・アルバトス・ロルビン 
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第 48原告 

名 称： シュティフティン・ブヴァーニーミング・エーピージー-イーエス１ 

所在地： オランダ王国アムステルダム市グスタフ マハレアプレイン３ 

代表者： アントニアース・フランシスカス・アブラハム・コーマンズ 

 

第 49原告 

名 称： シュティフティン・トット・ビワーニング・コーダレス・スブフォンド・アーンディ

ーレン・ヤーポン・パッシフ・ビヒール 

所在地： オランダ王国アムステルダム市バーシスウェフ 10 

代表者： アドリアヌス・デ・セーウ 

 

第 50原告 

名 称： カリフォルニア・ステート・ティーチャーズ・リタイアメント・システム 

所在地： アメリカ合衆国カリフォルニア州ウェストサクラメント市、ウォーターフロントプレ

イス 100 

代表者： ジャック・エネス 

 

第 51原告 

名 称： カナダ・ペンション・プラン・インベストメント・ボード 

所在地： カナダ オンタリオ州トロント市ワン・クイーンストリート イースト 2600号 

代表者： ジョン・バトラー 

 

第 52原告 

名 称： コモンウェルス・オブ・プエルトリコ・ティーチャーズ・リタイアメント・システム 

所在地： プエルトリコ米国自治領ハトレイ、アーテリアルホストスアベニュー235 キャピタル

センタービルディング、ノースタワー 

代表者： ヘクター・マイヨール・カウフマン 

 

第 53原告 

名 称：  ディーカ・インターナショナル・エスエー 

所在地： ルクセンブルク大公国ルクセンブルク市ルー・デ・レブール５ 

代表者： ライナー・マッハ 

 

第 54原告 

名 称： ディーカ・インベストメント・ゲーエムベーハー 

所在地： ドイツ連邦共和国フランクフルト市マインツァーランドストラーゼ 16 

代表者： トーマス・ケッター 

 

第 55原告 

名 称： ドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントゲゼルシャフト・エムベーハ

ー 

所在地： ドイツ連邦共和国フランクフルト市マインツァーランドストラーゼ 178-190 

代表者： マイケル・ファブ 

※ 本原告は第 56原告に吸収合併された旨の通知を、本原告より受領しております。 
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第 56原告 

名 称： ディーダブリューエス・インベストメント・ゲーエムベーハー 

所在地： ドイツ連邦共和国フランクフルト市マインツァーランドストラーゼ 178-190 

代表者： アショーカ・ウォルマン 

※ 本原告の名称が「ドイチェ・アセット・アンド・ウェルス・マネジメント・インベストメ

ント・ゲーエムベーハー」に変更された旨の通知を、本原告より受領しております。 

 

第 57原告 

名 称： ディーダブリューエス・インベストメント・エスエー 

所在地： ルクセンブルク大公国ルクセンブルク市ブールバード・コンラート・アデナウアー２ 

代表者： ホルガー・ガイスラー 

 

第 58原告 

名 称： イーティーエフラブ・インベストメント・ゲーエムベーハー 

所在地： ドイツ連邦共和国ミュンヘン市ウィルヘルム・ワゲンフェルド通り 20 

代表者： エー・フィーレンバッハ 

※ 本原告は第 54原告に吸収合併された旨の通知を、本原告より受領しております。 

 

第 59原告 

名 称： フィアーデ・エーピー-フォンデン 

所在地： スウェーデン王国ストックホルム市リギリングスガッタン 

代表者： アグニータ・ウィルヘルムソン・コーレマール 

 

第 60原告 

名 称： フォルクサム・オムセシーディク・リーフォシェーキリン 

所在地： スウェーデン王国ストックホルム市ボーフスガタン 14 

代表者： トーマス・ノーデルヘイム 

 

第 61原告 

名 称： フォルクサム・オムセシーディク・ソークフォシェーキリン 
所在地： スウェーデン王国ストックホルム市ボーフスガタン 14 
代表者： トーマス・ノーデルヘイム 
 

第 62原告 

名 称： ハーバー・キャピタル・グループ・トラスト・フォー・ディファインド・ベネフィッ

ト・プラン 

所在地： アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ市 111サウス・ワッカ・ドライブ 34階 

代表者： エリック・ディー・オヤラ 

 

第 63原告 

名 称： ハーバー・インターナショナル・ファンド 

所在地： アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ市 111サウス・ワッカ・ドライブ 34階 

代表者： エリック・ディー・オヤラ 
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第 64原告 

名 称： ハリス・アソシエイツ・インターナショナル・バリュー・エルピー 

所在地： アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ市ノースラサールストリート２、500号 

代表者： ジャネット・エル・リアーリ 

 

第 65原告 

名 称： ジャガー・ランドローバー・ペンション・トラスティーズ・リミテッド 

所在地： 英国ウォリック市ゲイドンバンブリー通り 

代表者： トーマス・ボイル 

 

第 66原告 

名 称： ケーピーエー・リーフォシェーキリン・エービー 

所在地： スウェーデン王国ストックホルム市ボーフスガタン 14 

代表者： ミア・パルグレン・リブリク 

 

 

第 67原告 

名 称： ケーピーエー・ペンフーンズシェーキリン・エービー 
所在地： スウェーデン王国ストックホルム市ボーフスガタン 14 
代表者： ミア・パルグレン・リブリク 
 

第 68原告 

名 称： マスミーチュアル・セレクト・オーバーシーズ・ファンド・ア・シリーズ・オブ・マ

スミーチュアル・セレクト・ファンズ 

所在地： アメリカ合衆国マサチューセッツ州スプリングフィールド市ステートストリート

1295 

代表者： ニコラス・パルメリオ 

 

第 69原告 

名 称： ミドルズブラ・ボロー・カウンシル 

所在地： 英国ミドルズブラ市ラッセルストリート、シビックセンター 

代表者： レイ・マロン 

※ 本原告は、訴えを取り下げております。 

 

第 70原告 

名 称： エムエムエル・フォーリン・ファンド・ア・シリーズ・オブ・エムエムエル・シリー

ズ・インベストメント・ファンド 

所在地： アメリカ合衆国マサチューセッツ州スプリングフィールド市ステート・ストリート

1295 

代表者： ニコラス・パルメリオ 

 

第 71原告 

名 称： エムエムエル・グローバル・ファンド・ア・シリーズ・オブ・エムエムエル・シリー

ズ・インベストメント・ファンド 
所在地： アメリカ合衆国マサチューセッツ州スプリングフィールド市ステート・ストリート

1295 
代表者： ニコラス・パルメリオ 
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第 72原告 

名 称： マルチ・マネジャー・アクセス・シカーブ 

所在地： ルクセンブルク大公国ルクセンブルク市ジェイ・エフ・ケネディーアベニュー33A 

代表者： オリビエ・ハンバート 

 

第 73原告 

名 称： マルチ-スタイル・マルチ-マネジャー・ファンズ・ピーエルシー 

所在地： アイルランド共和国ダブリン市サー・ジョン・ロジァーソンズ・クエイ 78 

代表者： ジェームズ・ティー・ファーン 

 

第 74原告 

名 称： ナティクシス・オークマーク・インターナショナル・ファンド・ア・シリーズ・オブ・

ナティクシス・ファンズ・トラストⅠ 

所在地： アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市ボイルストンストリート 399 

代表者： コリーン・ダウンス・ディニーン 

 

第 75原告 

名 称： ニュークリア・エレクトリック・インシュランス・リミテッド 

所在地： アメリカ合衆国、デラウェア州ウィルミントン、ノース・マーケット・ストリート 1201、

1100号室 

代表者： ロバート・エヌ・マクガバン 

 

第 76原告 

名 称： オークマーク・インターナショナル・ファンド-シリーズ・オブ・ハリス・アソシエイ

ツ・インベストメント・トラスト 

所在地： アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ市ノースラサールストリート２、500号室 

代表者： ジャネット・エル・レアリ 

 

第 77原告 

名 称： ペンション・リザーブズ・インベストメント・マネージメント・ボード・オブ・マサ

チューセッツ 

所在地： アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市ステートストリート 84 250号 

代表者： クリス・サップル 

 

第 78原告 

名 称： ラッセル・インベストメント・カンパニーⅡ・ピーエルシー 

所在地： アイルランド共和国ダブリン市サー・ジョン・ロジァーソンズ・クエイ 78 

代表者： ジェームズ・ティー・ファーン 

 

第 79原告 

名 称： ラッセル・インベストメント・カンパニーⅣ・ピーエルシー 

所在地： アイルランド共和国ダブリン市サー・ジョン・ロジァーソンズ・クエイ 78 

代表者： ジェームズ・ティー・ファーン 
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第 80原告 

名 称： ラッセル・インベストメント・カンパニー・ピーエルシー 

所在地： アイルランド共和国ダブリン市サー・ジョン・ロジァーソンズ・クエイ 78 

代表者： ジェームズ・ティー・ファーン 

 

第 81原告 

名 称： バークレイズ・ペンション・ファンズ・トラスティーズ・リミテッド 

所在地： 英国ロンドン市チャーチル・プレイス１ 

代表者： デイビット・ジョナサン・セマヤ 

 

第 82原告 

名 称： エスジーエスエス・ドイチェランド・カピタルアンラーゲンゲゼルシャフト・エムベ

ーハー 

所在地： ドイツ連邦共和国ミュンヘン市ウンテルフォーリング、アピアンストラーセ５ 

代表者： フレデリック・バロヤー 

 

第 83原告 

名 称： スイス・アンド・グローバル・アセット・マネジメント・エルティーディー 

所在地： スイス連邦チューリヒ市ハードストラーセ 201 

代表者： カルロッタ・ブルーム-ゲンティロモ 

 

第 84原告 

名 称： スイスカント・アセット・マネジメント・エルティーディー 

所在地： スイス連邦ベルン市 25ノードリング４ 

代表者： サロ・エー・グラーノ 

 

第 85原告 

名 称： キャタピラー・インク・グループ・インシュランス・マスター・トラスト 

所在地： アメリカ合衆国イリノイ州ペオリア市アダムズ・ストリート 100エヌイー 

代表者： ジル・ハーラン 

 

第 86原告 

名 称： キャタピラー・インク・マスター・リタイアメント・トラスト 

所在地： アメリカ合衆国イリノイ州ペオリア市アダムズ・ストリート 100エヌイー 

代表者： ジル・ハーラン 

 

第 87原告 

名 称： キャタピラー・インベストメント・トラスト 

所在地： アメリカ合衆国イリノイ州ペオリア市アダムズ・ストリート 100エヌイー 

代表者： ジル・ハーラン 

 

第 88原告 

名 称： ザ・フォード・ファウンデーション 

所在地： アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市イースト 43番通り 320 

代表者： ケニス・モンテイロ 
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第 89原告 

名 称： トランスアメリカ・ライフ・インシュランス・カンパニー 

所在地： アメリカ合衆国アイオワ州シダーラピッド エッジウッド通り 4333 

代表者： エリック・キング 

 

第 90原告 

名 称： ユービーエス・ファンド・マネジメント（ルクセンブルク） 

所在地： ルクセンブルク大公国ルクセンブルク市ジェー・エフ・ケネディ・アベニュー33A 

代表者： キャサリン・グレイヤ 

 

第 91原告 

名 称： ユービーエス・ファンド・マネジメント（スイス）アーゲー 

所在地： スイス連邦バーゼル市ブルンガスレーン 12 

代表者： ビート・シュミッドリン 

 

第 92原告 

名 称： マサチューセッツ・ヘルス・ケア・セキュリティ・トラスト 

所在地： アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市ワン・アシュバートン・プレイス 

代表者： マーティン・ジェー・ベニゾン 

 

以上 
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