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平成１６年１２月１７日

各　位

会 社 名  住友重機械工業株式会社
代表者名  代表取締役社長　日納　義郎
（コード番号  6302  東証・大証第１部）
問合せ先  ＩＲ広報室長　　大島　秀夫
　　　　　　　　（TEL．03-5488-8219）

有価証券報告書および半期報告書の訂正について

平成１６年１２月１７日付で、下記のとおり有価証券報告書等の訂正報告書を関東財務局に提出いたしま
したのでお知らせいたします。

１． 訂正を行う有価証券報告書および半期報告書
(1) 平成15年6月27日提出の第107期（自　平成14年4月1日　至　平成15年3月31日）
　　有価証券報告書　…　別紙１
(2) 平成15年12月19日提出の第108期中（自　平成15年4月1日　至　平成15年9月30日）
　　半期報告書　　　…　別紙２
(3) 平成16年6月29日提出の第108期（自　平成15年4月1日　至　平成16年3月31日）
　　有価証券報告書　…　別紙３

２． 訂正内容
「大株主の状況」の記載基準につきまして、平成１５年９月期から株主名簿記載の大株主上位１０名
に変更いたしましたが、信託銀行等名義が複数の場合は従来どおり合計して所有株式数上位１０名の
株主を報告することが適切であると判断し、平成１５年９月期の半期報告書と平成１６年３月期の有
価証券報告書の「大株主の状況」を別紙のように訂正いたしました。
また「役員の状況」「発行済株式」「自己株式等」の項目に記載の誤りがありましたので、併せて訂正
いたします。詳細につきましては別紙をご参照ください。

３． 経緯
当社は、平成１６年１１月１７日付で関東財務局長から要請されました「有価証券報告書等の記載に
係る自主的な点検について」に従い、有価証券報告書および半期報告書を社内にて点検いたしました。
その結果、上記について訂正報告書を提出したものです。

以上
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１ 【提出理由】

平成15年６月 27日に提出した第 107期（自平成14年４月１日　至平成15年３月31日）の有価
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。

 

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報
　第４　提出会社の状況
　　　５　役員の状況

  

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】

５ 【役員の状況】

（訂正前）

役名及び職名 氏名
（生年月日） 略歴 所有株式数

(千株)

省略

昭和45年４月 当社入社
平成12年６月 常務執行役員
平成13年４月 財務経理本部長(現任)
平成14年12月 専務執行役員(現任)
平成15年４月 資材室長(現任)

取締役

専務執行役員、財務
経理本部長、資材室
長

木　下　幸　雄

（昭22.10.27生）

平成15年６月 取締役(現任)

3

昭和47年４月 当社入社
平成14年６月 常務執行役員(現任)、技術本部長(現任)、技術

本部技術開発センター長(現任)、平塚事業所長

取締役

常務執行役員、技術
本部長、同本部技術
開発センター長

吉　井　明　彦

（昭22.９.13生）
平成15年６月 取締役(現任)

2

省略

昭和45年４月 当社入社
平成13年２月 横須賀製造所長 8

監査役

常勤

竹　内　正　昭

（昭22.７.21生） 平成15年６月 監査役(現任)

省略

計 659

別紙1
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（訂正後）

役名及び職名 氏名
（生年月日） 略歴 所有株式数

(千株)

省略

昭和45年４月 当社入社
平成12年６月 常務執行役員
平成13年４月 財務経理本部長(現任)
平成14年12月 専務執行役員(現任)
平成15年４月 資材室長(現任)

取締役

専務執行役員、財務
経理本部長、資材室
長

木　下　幸　雄

（昭22.10.27生）

平成15年６月 取締役(現任)

31

昭和47年４月 当社入社
平成14年６月 常務執行役員(現任)、技術本部長(現任)、技術

本部技術開発センター長(現任)、平塚事業所長

取締役

常務執行役員、技術
本部長、同本部技術
開発センター長

吉　井　明　彦

（昭22.９.13生）
平成15年６月 取締役(現任)

6

省略

昭和45年４月 当社入社
平成13年２月 横須賀製造所長 9

監査役

常勤

竹　内　正　昭

（昭22.７.21生） 平成15年６月 監査役(現任)

省略

計 692
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１ 【提出理由】

平成 15年 12月 19日に提出した第 108期中（自平成 15年４月１日　至平成 15年９月 30日）の
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
　　　　(5)　議決権の状況
　　　　　①　発行済株式
　　　　　②　自己株式等

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】

(4) 【大株主の状況】

（訂正前）
平成15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
株式会社 (信託口) 東京都中央区晴海１－８－11 51,755 8.59

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１－１－２ 24,326 4.04

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２－11－３ 22,989 3.81

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地７－18－24 21,601 3.58

住友信託銀行株式会社 (信託Ｂ口) 大阪市中央区北浜４－５－33 12,747 2.12

住友重機械工業共栄会 東京都品川区北品川５－９－11 12,731 2.11

ＵＦＪ信託銀行株式会社 (信託勘
定Ａ口) 東京都千代田区丸の内１－４－３ 12,423 2.06

日本生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町１－２－２ 10,002 1.66

住友商事株式会社 東京都中央区晴海１－８－11 8,462 1.40

住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜４－５－33 8,244 1.37

計 ― 185,280 30.75

別紙２
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（訂正後）
平成15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
株式会社 東京都中央区晴海１－８－11 51,755 8.59

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１－１－２ 24,326 4.04

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社 東京都港区浜松町２－11－３ 22,989 3.81

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地７－18－24 22,184 3.68

住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜４－５－33 21,001 3.48

資産管理サービス信託銀行株式会
社 東京都中央区晴海１－８－12 16,663 2.77

住友重機械工業共栄会 東京都品川区北品川５－９－11 12,731 2.11

ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１－４－３ 12,423 2.06

ステート　ストリート　バンク
アンド　トラスト　カンパニー
（常任代理人　株式会社みずほコ
ーポレート銀行他）

米国・ボストン
（東京都中央区日本橋兜町６－７他） 10,202 1.69

日本生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町１－２－２ 10,107 1.68

計 ― 204,381 33.92

(注)　上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりである。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資産管理サービス信託銀行株式会社
住友信託銀行株式会社
ＵＦＪ信託銀行株式会社
住友生命保険相互会社
日本生命保険相互会社

51,755千株
22,989千株
16,663千株
12,747千株
12,423千株

583千株
105千株
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(5) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

（訂正前）
平成15年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式　　 503,000
(相互保有株式)
普通株式　 　 17,000

― 権利内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式
594,685,000 594,685 同上

単元未満株式 普通株式
7,420,585 ― 同上

発行済株式総数 602,625,585 ― ―

総株主の議決権 ― 594,685 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、297,000株(議決権297個)含まれて
いる。

２　株主名簿上当社名義又は当社が発行済株式総数の４分の１を超えて所有している会社名義となっているが実質的
には当該各社が所有していない株式が62,600株あり、「完全議決権株式(その他)」欄に62,000株(議決権62個)及び
「単元未満株式」欄に600株を含めて記載している。

３　「単元未満株式」欄には以下の自己株式及び相互保有株式が含まれている。
当社 721株
新日本造機(株) 600株
城南ネジ工業(株) 644株
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（訂正後）
平成15年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式　　 553,000
(相互保有株式)
普通株式　 　 16,000

― 権利内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式
594,636,000 594,636 同上

単元未満株式 普通株式
7,420,585 ― 同上

発行済株式総数 602,625,585 ― ―

総株主の議決権 ― 594,636 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、297,000株(議決権297個)含まれて
いる。

２　株主名簿上当社名義又は当社が発行済株式総数の４分の１を超えて所有している会社名義となっているが実質的
には当該各社が所有していない株式が12,600株あり、「完全議決権株式(その他)」欄に12,000株(議決権12個)及び
「単元未満株式」欄に600株を含めて記載している。

３　「単元未満株式」欄には以下の自己株式及び相互保有株式が含まれている。
当社 721株
城南ネジ工業(株) 644株
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② 【自己株式等】
（訂正前）

平成15年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称 所有者の住所

自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計

(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)

住友重機械工業(株)

(相互保有株式)

新日本造機(株)

城南ネジ工業(株)

東京都品川区
北品川５－９－11

東京都港区芝
２－１－28
東京都品川区
上大崎４－５－９

503,000

1,000

16,000

－

－

－

503,000

1,000

16,000

0.08

0.00

0.00

計 － 520,000 － 520,000 0.09

(注)　株主名簿上当社名義となっているが実質的には所有していない株式が61,000株(議決権61個)、当社が発行済株式
総数の４分の１を超えて所有している会社名義となっているが実質的には所有していない株式が1,600株あり、上
記①の「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に62,000株(議決権62個)及び「単元未満株式」欄に600株
を含めて記載している。

（訂正後）
平成15年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称 所有者の住所

自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計

(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)

住友重機械工業(株)

(相互保有株式)

城南ネジ工業(株)

東京都品川区
北品川５－９－11

東京都品川区
上大崎４－５－９

553,000

16,000

－

－

553,000

16,000

0.09

0.00

計 － 569,000 － 569,000 0.09

(注)　株主名簿上当社名義となっているが実質的には所有していない株式が11,000株(議決権11個)、当社が発行済株式
総数の４分の１を超えて所有している会社名義となっているが実質的には所有していない株式が1,600株あり、上
記①の「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に12,000株(議決権12個)及び「単元未満株式」欄に600株
を含めて記載している。
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１ 【提出理由】

平成16年６月 29日に提出した第 108期（自平成15年４月１日　至平成16年３月31日）の有価
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。

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16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(％)

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１－８－11 51,773 8.59

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２－11－３ 35,635 5.91

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地７－18－24 21,599 3.58

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１－１－２ 15,316 2.54

住友重機械工業共栄会 東京都品川区北品川５－９－11 12,159 2.02

ステート　ストリート　バンク　ア
ンド　トラスト　カンパニー
（常任代理人　株式会社みずほコー
ポレート銀行）

米国・ボストン
（東京都中央区日本橋兜町６－７） 11,816 1.96

日本生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町１－２－２ 10,001 1.66

住友商事株式会社 東京都中央区晴海１－８－11 8,462 1.40

住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜４－５－33 8,244 1.37

資産管理サービス信託銀行株式会社
（証券投資信託口） 東京都中央区晴海１－８－12 6,391 1.06

計 － 181,396 30.10

別紙３
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（訂正後）
平成16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(％)

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社 東京都中央区晴海１－８－11 51,773 8.59

日本マスタートラスト信託銀行株式
会社 東京都港区浜松町２－11－３ 35,635 5.91

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地７－18－24 21,781 3.61

資産管理サービス信託銀行株式会社 東京都中央区晴海１－８－12 19,300 3.20

ステート　ストリート　バンク　ア
ンド　トラスト　カンパニー
（常任代理人　株式会社みずほコー
ポレート銀行他）

米国・ボストン
（東京都中央区日本橋兜町６－７他） 17,053 2.83

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１－１－２ 15,316 2.54

住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜４－５－33 13,412 2.23

住友重機械工業共栄会 東京都品川区北品川５－９－11 12,159 2.02

日本生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町１－２－２ 10,001 1.66

住友商事株式会社 東京都中央区晴海１－８－11 8,462 1.40

計 － 204,891 34.00

 (注)　上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりである。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資産管理サービス信託銀行株式会社
住友信託銀行株式会社
住友生命保険相互会社

51,773千株
35,635千株
19,300千株
5,161千株

182千株


