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【表紙】 
 
【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第４項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年２月19日 

【四半期会計期間】 第２期第２四半期（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

【会社名】 ＩＴホールディングス株式会社 

【英訳名】 IT Holdings Corporation 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  岡本 晋 

【本店の所在の場所】 富山県富山市牛島新町５番５号 

【電話番号】 076-444-8011 

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。 

（上記は登記上の本店所在地でありますが、本店業務は下記で行っておりま

す。） 

【最寄りの連絡場所】 （東京本社）東京都千代田区内幸町１丁目２番２号 日比谷ダイビル 

【電話番号】 03-6738-8100 

【事務連絡者氏名】 取締役副社長  浦田 幸夫 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

ＩＴホールディングス株式会社 東京本社 

（東京都千代田区内幸町１丁目２番２号） 
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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】 
 平成21年11月13日付をもって提出いたしました第２期第２四半期（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）

四半期報告書の記載事項のうち、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四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 

(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21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丁目８番11号 15,137 17.53 

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丁目11番３号 8,703 10.08 

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丁目８番12号 3,640 4.21 

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 2,591 3.00 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 2,068 2.39 

ＩＴホールディングスグループ
従業員持株会 

東京都千代田区内幸町１丁目２番２号 1,424 1.65 

株式会社大林組 大阪市中央区北浜東４番33号 1,161 1.34 

株式会社ジェーシービー 東京都港区南青山５丁目１番22号 1,161 1.34 

三信株式会社 東京都新宿区西新宿１丁目６番１号 1,149 1.33 

シティバンクロンドンスタン
ダードライフインベストメント
ファンドリミテッド 
（常任代理人 シティバンク銀
行株式会社） 

STANDARD LIFE HOUSE,30 
LOTHIAN ROAD,EDINBURGH,EH1 2DH 
（東京都品川区東品川２丁目３番14号） 

962 1.11 

計 － 38,000 44.00 
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（注）１．第１四半期会計期間において、日本生命保険相互会社から２社連名により、平成21年６月22日付で大量保有

報告書の変更報告書の写しの送付があり、平成21年６月15日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報

告を受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができ

ません。 

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（％） 

日本生命保険相互会社 大阪市中央区今橋３丁目５番12号 2,851 3.30 

ニッセイアセットマネジメ
ント株式会社 

東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 722 0.84 

計 － 3,573 4.14 

２．当第２四半期会計期間において、フィデリティ投信株式会社から２社連名により、平成21年９月７日付で大

量保有報告書の変更報告書の写しの送付があり、平成21年８月31日現在で以下のとおり株式を保有している

旨の報告を受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認

ができません。 

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（％） 

フィデリティ投信株式会社 東京都港区虎ノ門４丁目３番１号 2,636 3.05 

エフエムアール エルエル
シー 

米国 02109 マサチューセッツ州ボス
トン、デヴォンシャー・ストリート82

544 0.63 

計 － 3,181 3.68 

３．当第２四半期会計期間において、住友信託銀行株式会社から平成21年９月25日付で大量保有報告書の変更報

告書の写しの送付があり、平成21年９月15日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けており

ますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。 

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（％） 

住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜４丁目５番33号 3,397 3.93 

４．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ります。 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社      15,137千株 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社        8,703千株 

資産管理サービス信託銀行株式会社          3,640千株 
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（訂正後） 

  平成21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丁目８番11号 15,137 17.53 

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丁目11番３号 8,703 10.08 

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丁目８番12号 3,640 4.21 

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 2,591 3.00 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 2,068 2.39 

ＩＴホールディングスグループ
従業員持株会 

東京都千代田区内幸町１丁目２番２号 1,424 1.65 

株式会社大林組 大阪市中央区北浜東４番33号 1,161 1.34 

株式会社ジェーシービー 東京都港区南青山５丁目１番22号 1,161 1.34 

三信株式会社 東京都新宿区西新宿１丁目６番１号 1,149 1.33 

シティバンクロンドンスタン
ダードライフインベストメント
ファンドリミテッド 
（常任代理人 シティバンク銀
行株式会社） 

STANDARD LIFE HOUSE,30 
LOTHIAN ROAD,EDINBURGH,EH1 2DH 
（東京都品川区東品川２丁目３番14号） 

962 1.11 

計 － 38,000 44.00 

（注）１．株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループから４社連名により、平成21年３月16日付で大量保有報告書

の変更報告書の写しの送付があり、平成21年３月９日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告を受

けておりますが、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行及び三菱ＵＦＪニコス株式会社を除くうち２社（三菱ＵＦＪ

信託銀行株式会社及び三菱ＵＦＪ投信株式会社）については、当第２四半期会計期間末における株主名簿の

記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。 

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（％） 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀
行 

東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 2,068 2.39 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会
社 

東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 2,116 2.45 

三菱ＵＦＪ投信株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 805 0.93 

三菱ＵＦＪニコス株式会社 東京都文京区本郷３丁目33番５号 436 0.51 

計 － 5,427 6.28 
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２．第１四半期会計期間において、日本生命保険相互会社から２社連名により、平成21年６月22日付で大量保有

報告書の変更報告書の写しの送付があり、平成21年６月15日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報

告を受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができ

ません。 

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（％） 

日本生命保険相互会社 大阪市中央区今橋３丁目５番12号 2,851 3.30 

ニッセイアセットマネジメ
ント株式会社 

東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 722 0.84 

計 － 3,573 4.14 

３．当第２四半期会計期間において、フィデリティ投信株式会社から２社連名により、平成21年９月７日付で大

量保有報告書の変更報告書の写しの送付があり、平成21年８月31日現在で以下のとおり株式を保有している

旨の報告を受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認

ができません。 

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（％） 

フィデリティ投信株式会社 東京都港区虎ノ門４丁目３番１号 2,636 3.05 

エフエムアール エルエル
シー 

米国 02109 マサチューセッツ州ボス
トン、デヴォンシャー・ストリート82

544 0.63 

計 － 3,181 3.68 

４．当第２四半期会計期間において、住友信託銀行株式会社から平成21年９月25日付で大量保有報告書の変更報

告書の写しの送付があり、平成21年９月15日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けており

ますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。 

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（％） 

住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜４丁目５番33号 3,397 3.93 

５．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ります。 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社      15,137千株 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社        8,703千株 

資産管理サービス信託銀行株式会社          3,640千株 




