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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成21年11月12日に提出いたしました第８期第２四半期（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）の四

半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため四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 

    (5) 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。 

 

第一部【企業情報】 

第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(5)【大株主の状況】 

 

（訂正前） 

  平成21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(％) 

東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１丁目１－３ 6,839.9 8.74

クウェイト石油公社 KUWAIT 5,811.3 7.43

サウジアラビア王国政府 SAUDI ARABIA 5,811.3 7.43

ビービーエイチ フオー フイデリ
テイー ロープライス ストツク 
フアンド 
（常任代理人 
  株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行） 

 
40 WATER STREET, BOSTON MA 02109 U.S.A. 
 
 
(東京都千代田区丸の内２丁目７－１) 
 

5,700.0 7.29

昭和シェル石油株式会社 東京都港区台場２丁目３－２ 5,144.0 6.57

住友化学株式会社 東京都中央区新川２丁目２７－１ 5,051.6 6.46

日本郵船株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目３－２ 2,750.8 3.51

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１丁目８－１１ 2,348.2 3.00

関西電力株式会社 大阪府大阪市北区中之島３丁目６－１６ 1,900.0 2.43

資産管理サービス信託銀行株式会社
（年金信託口） 

東京都中央区晴海１丁目８－１２ 1,462.2 1.87

計 ― 42,819.5 54.76

(注)  １  所有株式数については、１単元(100株)未満の株式は切り捨てて表示している。また、発行済株式総数に対

する所有株式数の割合についても、小数点第３位以下を切り捨てて表示している。 

２ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社の所有株式数のう

ち、信託業務の株式数については、当社として把握することができないため記載していない。 
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（訂正後） 

  平成21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(％) 

東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１丁目１－３ 6,839.9 8.74

クウェイト石油公社 KUWAIT 5,811.3 7.43

サウジアラビア王国政府 SAUDI ARABIA 5,811.3 7.43

ビービーエイチ フオー フイデリ
テイー ロープライス ストツク 
フアンド 
（常任代理人 
  株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行） 

 
40 WATER STREET, BOSTON MA 02109 U.S.A. 
 
 
(東京都千代田区丸の内２丁目７－１) 
 

5,700.0 7.29

昭和シェル石油株式会社 東京都港区台場２丁目３－２ 5,144.0 6.57

住友化学株式会社 東京都中央区新川２丁目２７－１ 5,051.6 6.46

日本郵船株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目３－２ 2,750.8 3.51

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１丁目８－１１ 2,348.2 3.00

関西電力株式会社 大阪府大阪市北区中之島３丁目６－１６ 1,900.0 2.43

資産管理サービス信託銀行株式会社
（年金信託口） 

東京都中央区晴海１丁目８－１２ 1,462.2 1.87

計 ― 42,819.5 54.76

 
(注)  １  所有株式数については、１単元(100株)未満の株式は切り捨てて表示している。また、発行済株式総数に対

する所有株式数の割合についても、小数点第３位以下を切り捨てて表示している。 

２  日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社の所有株式数のう

ち、信託業務の株式数については、当社として把握することができないため記載していない。 

３  フィデリティ投信株式会社から平成20年10月22日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書（変更報

告書）により、平成20年10月15日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けているが、当社として当

第２四半期会計期間末現在における所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていな

い。 

  なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりである。 
 

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 

(株) 
株券等保有割合

(％) 

フィデリティ投信株式会社 
東京都港区虎ノ門４丁目３番１号 
城山トラストタワー 

6,250,000 7.99

 

４  株式会社みずほコーポレート銀行並びにその共同保有者であるみずほ信託銀行株式会社、みずほ投信投資

顧問株式会社及び新光投信株式会社から平成21年５月22日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書に

より、平成21年５月15日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けているが、当社として当第２四半

期会計期間末現在における所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていない。 

  なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりである。 

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 

(株) 
株券等保有割合

(％) 

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 500,000 0.64

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 3,162,500 4.04

みずほ投信投資顧問株式会社 東京都港区三田三丁目５番２７号 335,600 0.43

新光投信株式会社 東京都中央区日本橋一丁目１７番１０号 131,000 0.17
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当社取締役社長関屋文雄は、当社の第８期第２四半期(自平成21年７月１日 至平成21年９月30日)の四

半期報告書の訂正報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたし

ました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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