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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22年12月16日に提出いたしました第92期（自　平成21年10月１日　至　平成22年９月30日）の有価証券報告書の記載事項

に一部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

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

(3）社外取締役および社外監査役との関係

(5）株式の保有状況

 

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】

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】

(3）社外取締役および社外監査役との関係

（訂正前）

　当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。社外取締役の松本耕一氏は伊藤忠商事㈱で長年にわたり管理

業務を担当されその豊富な経験と知識を活かし、当社の経営に対し的確な助言をいただいております。星　秀一氏は伊藤

忠商事㈱で食品流通部門での経験が長く、幅広い見識と多様な経験を有しており、これらを当社の経営に反映していた

だくため選任しております。社外監査役である増岡研介氏は、主に弁護士としての専門的見地から監査いただいており、

一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として届け出ております。藤山二郎氏は伊藤忠商事㈱において

管理部門の経験が長く、その経験と知識から当社の経営を監査いただいております。末田雅己氏は伊藤忠商事㈱におけ

る食品流通部門および管理部門での経験と見識から監査いただくため選任しております。

　社外取締役、社外監査役は監査室、内部統制・リスク管理室との会合を必要に応じて実施し、内部監査結果および内部

統制に関する報告などの意見交換を行い、連携を図っております。

 

（訂正後）

　当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。社外取締役の松本耕一氏は伊藤忠商事㈱で長年にわたり管理

業務を担当されその豊富な経験と知識を活かし、当社の経営に対し的確な助言をいただいております。星　秀一氏は伊藤

忠商事㈱で食品流通部門での経験が長く、幅広い見識と多様な経験を有しており、これらを当社の経営に反映していた

だくため選任しております。社外監査役である増岡研介氏は、主に弁護士としての専門的見地から監査いただいており

ます。藤山二郎氏は伊藤忠商事㈱において管理部門の経験が長く、その経験と知識から当社の経営を監査いただいてお

ります。末田雅己氏は伊藤忠商事㈱における食品流通部門および管理部門での経験と見識から監査いただくため選任し

ております。

　なお、社外取締役の松本耕一氏、星　秀一氏、社外監査役の藤山二郎氏、末田雅己氏と当社との間には人的関係、資本的関

係、取引関係その他の利害関係はありません。また、社外監査役増岡研介氏と当社との間に人的関係および資本的関係は

ありませんが、顧問弁護士として契約し、顧問料を支払っております。当社への経済的依存度は低く、一般株主と利益相

反が生じるおそれがない為独立役員として指定しております。

　社外取締役、社外監査役は監査室、内部統制・リスク管理室との会合を必要に応じて実施し、内部監査結果および内部

統制に関する報告などの意見交換を行い、連携を図っております。

 

EDINET提出書類

伊藤忠食品株式会社(E02931)

訂正有価証券報告書

2/4



(5）株式の保有状況

（訂正前）

①　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数　　　　　　　105銘柄

貸借対照表計上額　　12,486百万円

 

②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の内、当事業年度における貸借対照表計上額が、資本金額の100分

の１を超える銘柄

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（百万円）

保有目的

㈱セブン＆アイ・ホールディングス 1,130,923 2,212 取引の継続維持

アサヒビール㈱ 663,232 1,107 同上

㈱関西スーパーマーケット 1,354,829 1,078 同上

カゴメ㈱ 597,760 965 同上

味の素㈱ 989,117 808 同上

イズミヤ㈱ 1,543,573 470 同上

イオン㈱ 499,664 447 同上

ユニー㈱ 616,294 406 同上

エスビー食品㈱ 431,595 353 同上

Ｊ．フロント　リテイリング㈱ 683,901 265 同上

㈱ヤマナカ 287,024 251 同上

㈱ライフコーポレーション 169,824 217 同上

㈱バロー 335,040 212 同上

㈱みずほフィナンシャルグループ（注） 500,000 201 同上

キユーピー㈱ 158,036 170 同上

サッポロホールディングス㈱ 388,628 151 同上

ハウス食品㈱ 113,354 143 同上

㈱平和堂 123,098 120 同上

はごろもフーズ㈱ 98,516 111 同上

㈱みずほフィナンシャルグループ 900,000 109 同上

オエノンホールディングス㈱ 573,775 106 同上

㈱三越伊勢丹ホールディングス 119,238 103 同上

攝津製油㈱ 282,036 100 同上

㈱近鉄百貨店 670,046 91 同上

㈱ニッセンホールディングス 250,000 88 同上

日清オイリオグループ㈱ 228,932 87 同上

日清食品ホールディングス㈱ 24,371 73 同上

㈱ハチバン 21,000 65 同上

㈱イズミ 62,128 65 同上

ユアサ・フナショク㈱ 300,000 59 同上

森永製菓㈱ 249,793 49 同上

　（注）　㈱みずほフィナンシャルグループの株式数および貸借対照表計上額は、第十一回第十一種優先株式であります。

 

③　保有目的が純投資目的である投資株式

　該当する投資株式は保有しておりません。
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（訂正後）

①　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数　　　　　　　105銘柄

貸借対照表計上額　　12,486百万円

 

②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の内、当事業年度における貸借対照表計上額が、資本金額の100分

の１を超える銘柄

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（百万円）

保有目的

㈱セブン＆アイ・ホールディングス 1,130,923 2,212 取引の継続維持

アサヒビール㈱ 663,232 1,107 同上

㈱関西スーパーマーケット 1,354,829 1,078 同上

カゴメ㈱ 597,760 965 同上

味の素㈱ 989,117 808 同上

イズミヤ㈱ 1,543,573 470 同上

イオン㈱ 499,664 447 同上

ユニー㈱ 616,294 406 同上

エスビー食品㈱ 431,595 353 同上

Ｊ．フロント　リテイリング㈱ 683,901 265 同上

㈱ヤマナカ 287,024 251 同上

㈱ライフコーポレーション 169,824 217 同上

㈱バロー 335,040 212 同上

キユーピー㈱ 158,036 170 同上

サッポロホールディングス㈱ 388,628 151 同上

ハウス食品㈱ 113,354 143 同上

㈱平和堂 123,098 120 同上

はごろもフーズ㈱ 98,516 111 同上

㈱みずほフィナンシャルグループ 900,000 109 同上

オエノンホールディングス㈱ 573,775 106 同上

㈱三越伊勢丹ホールディングス 119,238 103 同上

攝津製油㈱ 282,036 100 同上

㈱近鉄百貨店 670,046 91 同上

㈱ニッセンホールディングス 250,000 88 同上

日清オイリオグループ㈱ 228,932 87 同上

日清食品ホールディングス㈱ 24,371 73 同上

㈱ハチバン 21,000 65 同上

㈱イズミ 62,128 65 同上

ユアサ・フナショク㈱ 300,000 59 同上

森永製菓㈱ 249,793 49 同上

 

③　保有目的が純投資目的である投資株式

　該当する投資株式は保有しておりません。
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