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第19期中（自平成14年４月１日 至平成14年９月30日) 
 

半期報告書の訂正報告書 
 

  本書は半期報告書の訂正報告書を、同法第27条の30の２に規定する開示

用電子情報処理組織(EDINET)を使用して、平成16年12月24日に提出したデ

ータに頁を付して出力、印刷したものであります。 
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１ 【半期報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成14年12月20日に提出いたしました第19期中(自 平成14年４月１日 至 平成14年９月30日)半

期報告書の記載事項につき一部訂正すべき事項がありましたので、当該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】 

訂正箇所は   を付して表示しております。 
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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) 

平成14年９月30日現在 

氏名又は名称 住所 所有株式数 
発行済株式総数に対する

所有株式数の割合 

三菱商事株式会社 千代田区丸の内2-6-3 
株 

5,006 
 

％

5.00
 

ゴールドマン サックス イン
ターナショナル 
(常任代理人 ゴールドマン・
サックス証券会社東京支店) 

133  FLEET  STREET  LONDON  EC4A
2BB， U.K. 

(中央区日本橋茅場町1-2-4) 
3,933 3.93

株式会社電通 中央区築地1-11-10 3,004 3.00

日本テレビ放送網株式会社 千代田区二番町14 3,004 3.00

松下電器産業株式会社 門真市大字門真1006 3,004 3.00

株式会社東芝 港区芝浦1-1-1 3,000 3.00

モルガン スタンレー アンド 
カンパニー インターナショナ
ル リミテッド 
(常任代理人 モルガン・スタ
ンレー証券会社東京支店) 

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF,
LONDON E14 4QA, ENGLAND 

(渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプ
レイスタワー) 

2,309 2.31

株式会社朝日新聞社 中央区築地5-3-2 2,276 2.27

株式会社西友 豊島区東池袋3-1-1 2,080 2.08

東京急行電鉄株式会社 渋谷区南平台町5-6 2,080 2.08

株式会社産業経済新聞社 千代田区大手町1-7-2 1,730 1.73

全国朝日放送株式会社 港区六本木1-1-1 1,730 1.73

株式会社テレビ東京 港区虎ノ門4-3-12 1,730 1.73

株式会社東京放送 港区赤坂5-3-6 1,730 1.73

株式会社日本経済新聞社 千代田区大手町1-9-5 1,730 1.73

計  38,346 38.30
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(訂正後) 

平成14年９月30日現在 

氏名又は名称 住所 所有株式数 
発行済株式総数に対する

所有株式数の割合 

三菱商事株式会社 千代田区丸の内2-6-3 
株 

5,006 
 

％

5.00
 

ゴールドマン サックス イン
ターナショナル 
(常任代理人 ゴールドマン・
サックス証券会社東京支店) 

133  FLEET  STREET  LONDON  EC4A
2BB， U.K. 

(中央区日本橋茅場町1-2-4) 
3,933 3.93

株式会社電通 中央区築地1-11-10 3,004 3.00

日本テレビ放送網株式会社 千代田区二番町14 3,004 3.00

松下電器産業株式会社 門真市大字門真1006 3,004 3.00

株式会社東芝 港区芝浦1-1-1 3,000 3.00

株式会社朝日新聞社 中央区築地5-3-2 2,776 2.77

モルガン スタンレー アンド 
カンパニー インターナショナ
ル リミテッド 
(常任代理人 モルガン・スタ
ンレー証券会社東京支店) 

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF,
LONDON E14 4QA, ENGLAND 

(渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプ
レイスタワー) 

2,309 2.31

株式会社西友 豊島区東池袋3-1-1 2,080 2.08

東京急行電鉄株式会社 渋谷区南平台町5-6 2,080 2.08

株式会社産業経済新聞社 千代田区大手町1-7-2 1,730 1.73

全国朝日放送株式会社 港区六本木1-1-1 1,730 1.73

株式会社テレビ東京 港区虎ノ門4-3-12 1,730 1.73

株式会社東京放送 港区赤坂5-3-6 1,730 1.73

株式会社日本経済新聞社 千代田区大手町1-9-5 1,730 1.73

計  38,846 38.82

(注) 株式会社朝日新聞社の所有株式数には、株式会社電波新聞社名義の株式数500株(所有割合0.50％)を含んで

おります。 
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