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 平成23年６月28日に提出した第108期（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日）有価証券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、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。 

  

第一部 企業情報 

第４ 提出会社の状況 

６ コーポレート・ガバナンスの状況等 

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】 

⑦ 株式の保有状況 

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及

び保有目的 

   

  

１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

２【訂正事項】
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 訂正箇所は＿線で示しております。 

  

第一部 企業情報 

第４ 提出会社の状況 

６ コーポレート・ガバナンスの状況等 

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】 

⑦ 株式の保有状況 

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及

び保有目的 

  

（訂正前） 

  当事業年度 

   特定投資株式  

   

３【訂正箇所】

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
保有目的 

三井物産（株）  6,732,783  9,722
取引関係を維持強化するために 

保有しております。 

三井化学（株）  10,721,302  2,980 同上 

（株）中国銀行  1,861,860  1,722 同上 

（株）三井住友フィナンシャル 

グループ 
 553,200  1,543 同上 

日本海洋掘削（株）  364,800  1,203 同上 

（株）百十四銀行  3,845,014  1,176 同上 

（株）伊予銀行  1,614,566  1,147 同上 

三井不動産（株）  675,000  1,021 同上 

日本郵船（株）  3,000,000  1,002 同上 

新日本製鐵（株）  3,451,000  935 同上 

（株）阿波銀行  1,830,741  878 同上 

（株）神戸製鋼所  3,397,000  713 同上 

（株）フェローテック   410,000  638 同上 

明治海運（株）  1,219,000  354 同上 

（株）名村造船所  865,000  349 同上 

（株）広島銀行  762,522  269 同上 

乾汽船（株）  430,000  222 同上 

住友化学（株）  518,000  210 同上 
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（訂正後） 

  当事業年度 

   特定投資株式  

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
保有目的 

佐世保重工業（株）  895,000  153
取引関係を維持強化するために 

保有しております、  

ダイハツディーゼル（株）  297,000  116 同上 

日本風力開発（株）  2,000  112 同上 

栗林商船（株）  467,674  86 同上 

東日本旅客鉄道（株）  10,000  50 同上 

ジェイ エフ イー 

ホールディングス（株） 
 16,400  39 同上 

三井倉庫（株）  118,000  37 同上 

大和重工（株）  300,000  26 同上 

岡谷鋼機（株）  22,000  19 同上 

川崎汽船（株）  57,000  18 同上 

極東証券（株）  25,000  15 同上 

ＮＳユナイテッド海運（株）  50,000  9 同上 

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
保有目的 

三井物産（株）  6,732,783  9,722
取引関係を維持強化するために 

保有しております。 

三井化学（株）  10,721,302  2,980 同上 

（株）中国銀行  1,861,860  1,722 同上 

（株）三井住友フィナンシャル 

グループ 
 553,200  1,543 同上 

日本海洋掘削（株）  364,800  1,203 同上 

（株）百十四銀行  3,845,014  1,176 同上 

（株）伊予銀行  1,614,566  1,147 同上 

三井不動産（株）  675,000  1,021 同上 

日本郵船（株）  3,000,000  1,002 同上 

新日本製鐵（株）  3,451,000  935 同上 

（株）阿波銀行  1,830,741  878 同上 
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   みなし保有株式  

（注）１．貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。

２．中央三井トラスト・ホールディングス（株）は平成23年４月１日付で住友信託銀行（株）と経営統合を行

い、新たに三井住友トラスト・ホールディングス（株）を設立しております。  

  

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
保有目的 

（株）神戸製鋼所  3,397,000  713
取引関係を維持強化するために 

保有しております。 

（株）フェローテック   410,000  638 同上 

明治海運（株）  1,219,000  354 同上 

（株）名村造船所  865,000  349 同上 

（株）広島銀行  762,522  269 同上 

乾汽船（株）  430,000  222 同上 

住友化学（株）  518,000  210 同上 

佐世保重工業（株）  895,000  153 同上 

ダイハツディーゼル（株）  297,000  116 同上 

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
保有目的 

（株）商船三井  29,312,000  14,040
議決権の行使を指図する権限を 

有しております。 

ＭＳ＆ＡＤインシュアランス 

グループホールディングス（株） 
 2,260,200  4,280 同上 

昭和飛行機工業（株）  5,131,000  3,278 同上 

（株）日本製鋼所  3,851,000  2,507 同上 

東レ（株）  2,221,000  1,343 同上 

中央三井トラスト・ 

ホールディングス（株） 
 4,443,000  1,310 同上 

（株）千葉銀行  1,884,000  877 同上 

（株）みずほフィナンシャル 

グループ  
 5,270,000  727 同上 

（株）百十四銀行  2,000,000  626 同上 

王子製紙（株）  1,536,000  606 同上 
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