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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12月22日付をもって提出致しました第100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

につき、一部訂正を要する箇所がありましたので、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】 

 ＿＿罫の箇所は訂正部分を示します。 

  



第一部【企業情報】 

  

第４【提出会社の状況】 

  

１【株式等の状況】 

(4）【大株主の状況】 

  

（訂正前） 

 （注）１ 上記の所有株式数のうち、信託業務にかかる株式数は次のとおりであります。 

  

    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（％） 

日本トラスティ・サービス信
託銀行㈱（信託口） 

東京都中央区晴海1-8-11 67,903 10.10 

㈱みずほコーポレート銀行 東京都中央区晴海1-8-12 31,320 4.66 

日本マスタートラスト信託銀
行㈱（信託口） 

東京都港区浜松町2-11-3 30,975 4.61 

三井住友海上火災保険㈱ 東京都中央区新川2-27-2 21,878 3.25 

関西電力㈱ 大阪市北区中之島3-6-16 18,600 2.76 

東京海上日動火災保険㈱ 東京都千代田区丸の内1-2-1 17,821 2.65 

㈱損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿1-26-1 15,792 2.35 

日本トラスティ・サービス信
託銀行㈱（信託口４） 

東京都中央区晴海1-8-11 14,494 2.15 

コスモ石油従業員持株会 東京都港区芝浦1-1-1 12,915 1.92 

㈱ＵＦＪ銀行 名古屋市中区錦3-21-24 12,242 1.82 

計 ― 243,941 36.31 

  日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口） 67,903千株  

  日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 30,975千株  

  日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口４） 14,494千株  



２ バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行㈱から平成17年７月13日付で大量保有報告書の提出があり、平成

17年６月30日現在で以下の株式を共同保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当中間会計期間末現在に

おける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。 

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。 

  

  氏名又は名称 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（％） 

  
バークレイズ・グローバル・インベスタ
ーズ信託銀行㈱ 

2,609 0.41 

  
バークレイズ・グローバル・インベスタ
ーズ㈱ 

24,075 3.81 

  
バークレイズ・グローバル・インベスタ
ーズ、エヌ・エイ 

4,459 0.71 

  
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 

252 0.04 

  
バークレイズ・グローバル・インベスタ
ーズ・リミテッド 

4,721 0.75 

  
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 

90 0.01 



（訂正後） 

 （注）１ 上記の所有株式数のうち、信託業務にかかる株式数は次のとおりであります。 

  

    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（％） 

日本トラスティ・サービス信
託銀行㈱（信託口） 

東京都中央区晴海1-8-11 67,903 10.10 

㈱みずほコーポレート銀行 東京都中央区晴海1-8-12 31,320 4.66 

日本マスタートラスト信託銀
行㈱（信託口） 

東京都港区浜松町2-11-3 30,975 4.61 

三井住友海上火災保険㈱ 東京都中央区新川2-27-2 21,878 3.25 

関西電力㈱ 大阪市北区中之島3-6-16 18,600 2.76 

東京海上日動火災保険㈱ 東京都千代田区丸の内1-2-1 17,821 2.65 

㈱損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿1-26-1 15,792 2.35 

日本トラスティ・サービス信
託銀行㈱（信託口４） 

東京都中央区晴海1-8-11 14,494 2.15 

コスモ石油従業員持株会 東京都港区芝浦1-1-1 12,915 1.92 

㈱ＵＦＪ銀行 名古屋市中区錦3-21-24 12,242 1.82 

計 ― 243,941 36.31 

  日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口） 67,903千株  

  日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 30,975千株  

  日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口４） 14,494千株  



２ バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行㈱から平成17年10月14日付で変更報告書および平成17年12月27日

付で訂正報告書の提出があり、平成17年９月30日現在で以下の株式を共同保有している旨の報告を受けておりますが、

当社として当中間会計期間末現在における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。 

なお、その変更報告書および訂正報告書の内容は次のとおりであります。 

  

  

  氏名又は名称 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（％） 

  
バークレイズ・グローバル・インベスタ
ーズ信託銀行㈱ 

2,518 0.37 

  
バークレイズ・グローバル・インベスタ
ーズ㈱ 

24,278 3.61 

  
バークレイズ・グローバル・インベスタ
ーズ、エヌ・エイ 

5,147 0.77 

  
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 

280 0.04 

  
バークレイズ・グローバル・インベスタ
ーズ・リミテッド 

5,118 0.76 

  
ウールウィッチ・ユニット・トラスト・
マネージャーズ・リミテッド 

63 0.01 

  
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 

90 0.01 

  
バークレイズ・キャピタル・セキュリテ
ィーズ・リミテッド 

1,021 0.15 

  バークレイズ・バンク・ピーエルシー 437 0.07 

  バークレイズ・キャピタル・インク 574 0.09 
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