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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成17年６月28日に提出した第139期（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）有価証

券報告書の記載事項に訂正すべき事項及び記載漏れがありましたので、これを訂正し補うため、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。 

 

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＿＿線で示しております。 

  

 

４ 【追加記載事項】 

第一部 企業情報 

 第５ 経理の状況 

  ２ 財務諸表等 

    (1)財務諸表 

    注記事項 

     （貸借対照表関係） 



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17年３月31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(％)

フォード オートモーティブ イ
ンターナショナル ホールディ
ング エス エル 
(常任代理人 ピー・エー・ジー
インポート株式会社) 

 
Paseo De La Castellana, 135-8  
Planta, 28046 Madrid, Spain 
 

(東京都港区虎ノ門４丁目３番13号) 

408,175 33.35

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番11号 98,193 8.02

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２丁目11番３号 62,081 5.07

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目２番１号 40,410 3.30

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 37,624 3.07

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川２丁目27番２号 32,483 2.65

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿１丁目26番１号 20,210 1.65

日本生命保険相互会社 
東京都千代田区丸の内１丁目６番６号  
日本生命証券管理部内 

15,819 1.29

資産管理サービス信託銀行株式
会社(信託B口) 

東京都中央区晴海１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 

15,626 1.28

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 

12,530 1.02

計 ― 743,151 60.70

 
 (注) １ 住友信託銀行株式会社は、平成16年11月11日付で提出している大量保有報告書（変更報告書）によると平

成16年10月31日現在で、58,166,000株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年

度末時点における所有株式の確認ができませんので、上記株主の状況には含めておりません。

   ２ ゴールドマン・サックス証券会社及び共同保有者は、平成17年４月14日付で提出している大量保有報告書

(変更報告書)によると平成17年３月31日現在で、64,191,298株を保有している旨の報告を受けております

が、当社として当事業年度末時点における所有株式の確認ができませんので、上記株主の状況には含めて

おりません。 

なお、それぞれの会社の所有株式数は、以下のとおりです。 
 

  Goldman Sachs (Japan) Ltd. 6,603,000 株

  Goldman Sachs International 37,654,699 株

  Goldman Sachs Asset Management, L.P. 364,000 株

  Goldman Sachs & Co. 18,242,599 株

  ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 1,327,000 株

 



（訂正後） 

平成17年３月31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(％)

フォード オートモーティブ イ
ンターナショナル ホールディ
ング エス エル 
(常任代理人 ピー・エー・ジー
インポート株式会社) 

 
Paseo De La Castellana, 135-8  
Planta, 28046 Madrid, Spain 
 

(東京都港区虎ノ門４丁目３番13号) 

408,175 33.35

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番11号 98,193 8.02

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２丁目11番３号 62,081 5.07

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目２番１号 40,410 3.30

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 37,624 3.07

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川２丁目27番２号 32,483 2.65

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿１丁目26番１号 20,210 1.65

日本生命保険相互会社 
東京都千代田区丸の内１丁目６番６号  
日本生命証券管理部内 

15,819 1.29

資産管理サービス信託銀行株式
会社(信託B口) 

東京都中央区晴海１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 

15,626 1.28

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 

12,530 1.02

計 ― 743,151 60.70

 
 (注) １ 住友信託銀行株式会社及び共同保有者は、平成16年12月７日付で提出している大量保有報告書（変更報告

書）によると平成16年10月14日現在で、60,397,000株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社

として当事業年度末時点における所有株式の確認ができませんので、上記株主の状況には含めておりませ

ん。 

  なお、それぞれの会社の所有株式数は、以下のとおりです。 

住友信託銀行株式会社 60,372,000 株

The Sumitomo Trust Finance (H.K.) Ltd. 25,000 株

（住友信託財務(香港)有限公司） 

 

   ２ ゴールドマン・サックス証券会社及び共同保有者は、平成17年４月14日付で提出している大量保有報告書

(変更報告書)によると平成17年３月31日現在で、64,191,298株を保有している旨の報告を受けております

が、当社として当事業年度末時点における所有株式の確認ができませんので、上記株主の状況には含めて

おりません。 

なお、それぞれの会社の所有株式数は、以下のとおりです。 
 

  Goldman Sachs (Japan) Ltd. 6,603,000 株

  Goldman Sachs International 37,654,699 株

  Goldman Sachs Asset Management, L.P. 364,000 株

  Goldman Sachs & Co. 18,242,599 株

  ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 1,327,000 株

 

 



第一部 【企業情報】 

第５ 【経理の状況】 
２ 【財務諸表等】 

（1）【財務諸表】 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

 

 

前事業年度(平成16年３月31日) 

 

11 貸出コミットメント 

連結子会社と貸付限度額を設けた貸付契約を締結しております。これらの契約に基づく当期末の貸付未実

行残高は次の通りであります。 

 

貸付限度額の総額 10,000 百万円 

貸付実行残高 550 百万円 

差引貸付未実行残高 9,450 百万円 

 

 

 

当事業年度(平成17年３月31日) 

 

11 貸出コミットメント 

連結子会社と貸付限度額を設けた貸付契約を締結しております。これらの契約に基づく当期末の貸付未実

行残高は次の通りであります。 

 

貸付限度額の総額 16,000 百万円 

貸付実行残高 693 百万円 

差引貸付未実行残高 15,307 百万円 
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