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平成 21 年４月 24 日 
各 位 

 

会 社 名 イオンクレジットサービス株式会社 

代表者名 代表取締役社長 神谷 和秀 

（コード番号 8570 東証第一部） 

問合せ先 取締役経営管理本部長 山田 義隆 

電話番号 03-5281-2057 

 

主要株主の異動及び有価証券報告書の訂正報告書提出に関するお知らせ 
 

 

 平成 19 年２月 13 日付で、当社の主要株主に異動がございましたので、下記の通りお知らせ

いたします。また、これに伴い、当社は、第 26 期（自 平成 18 年２月 21 日 至 平成 19 年

２月 20 日）及び第 27 期（自 平成 19 年２月 21 日 至 平成 20 年２月 20 日）有価証券報告

書の記載事項の一部を訂正するため、下記の通り、本日付で訂正報告書を関東財務局に提出い

たしましたので併せてお知らせいたします。 

 

記 

Ⅰ 主要株主の異動 

 

１．異動が生じた経緯 

 

平成 19 年２月 19 日に下記株主が提出した大量保有報告書（変更報告書）により、当社

主要株主の異動が判明いたしました。 

 

２．当該株主の名称等 

 

(1) 名 称：マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー 

(Massachusetts Financial Services Company) 

(2) 本 店所在地：アメリカ合衆国 02116、マサチューセッツ州、ボストン、ボイルス

トン・ストリート 500 

(500 Boylston Street, Boston, Massachusetts, 02116 U.S.A.) 

(3) 代 表 者：ロバート・ジェイ・マニング (Robert J. Manning) 

(4) 主な事業内容：投資顧問業 

 

３．当該株主の所有株式数（議決権の数）及び総株主の議決権の数に対する割合 

 

 
議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の 

数に対する割合 
（注１） 

大株主順位
（注２） 

異動前（平成 18 年 12 月 31 日現在）
138,924 個 

（13,892,400 株） 
8.85％ ― 

異動後（平成 19 年２月 19 日現在）
159,730 個 

（15,973,000 株） 
10.18％ ― 

＊ 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 161,408 株 

  平成 19 年８月 20 日現在の発行済株式総数 156,967,008 株 
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（注１）総株主の議決権の数に対する割合は、大量保有報告書（変更報告書）提出日の直前の当社の半期末であ

る平成 19年８月 20日現在の発行済株式総数 156,967,008 株から議決権を有しない株式 161,408 株を控

除した総株主の議決権の数 1,568,056 個を基準として計算しております。 

（注２）平成 20 年４月 22 日に提出された大量保有報告書（変更報告書）に基づけば、当該主要株主の所有議決

権数は 178,668 個であり、共同保有者であるエムエフエス・インベストメント・マネジメント株式会社

の所有議決権数 1,270 個と合わせた所有議決権数は 179,938 個であります。また、当該大量保有報告書

（変更報告書）提出日の直前の当社の期末である平成 20 年２月 20 日現在における総議決権数

（1,567,324 個）に基づき算出した総株主等の議決権に対する割合は 11.48％であります。 

（注３）上記については当該株主より提出された大量保有報告書（変更報告書）に基づき記載しており、当社と

して当該株主の実質所有株式数の確認ができないため、大株主順位は記載しておりません。 

（注４）比率については、小数第 3位以下を切り捨てて表示しています。 

 

４．異動年月日 

 

平成 19 年２月 13 日 

 

５．今後の見通し 

 

本件は大量保有報告書に基づくものであり、今後の見通しについて特に記載する事項は

ありません。 

 

Ⅱ 有価証券報告書の訂正報告書提出 

 

１．第 26 期有価証券報告書 

 

【訂正箇所】 

 訂正箇所は＿線で示しております。 

 

第一部【企業情報】 

第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

 

  (訂正前) 

 

(6) 【大株主の状況】 

（注） （省略） 

      

    (訂正後) 

(6) 【大株主の状況】 

（注） １．（省略） 

２. マサチューセッツ・フィナンシャル・サービセズ・カンパニー（Massachusetts 

Financial Services Company）から平成 19 年２月 19 日付で大量保有報告書の

変更報告書の提出があり、平成 19 年２月 13 日現在で次のとおり当社の株式を

所有している旨の報告を受けておりますが、当社として平成 19 年２月 20 日現
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在における実質所有株式数の確認ができませんので、当連結会計年度末現在の

株主名簿に基づき記載しております。なお、当該大量報告の内容は以下のとお

りであります。 

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（％） 

マサチューセッツ・フィナンシャル・

サービセズ・カンパニー 

 

（Massachusetts Financial 

 Services Company） 

 

アメリカ合衆国 02116、 

マサチューセッツ州、ボストン・

ボイルストン・ストリート 500 

（500 Boylston Street, Boston, 

Massachusetts, 02116 U.S.A）

15,973 10.18 

 

２．第 27 期有価証券報告書 

 

【訂正箇所】  

訂正箇所は＿線で示しております。 

 

 第一部【企業情報】 

第4 【提出会社の状況】 

1 【株式等の状況】 

 

  (訂正前) 

(6) 【大株主の状況】 

（注） １．（省略） 

        ２. （省略） 

 

   (訂正後) 

(6) 【大株主の状況】 

（注） １．（省略） 

２. （省略） 

３. マサチューセッツ・フィナンシャル・サービセズ・カンパニー（Massachusetts 

Financial Services Company）から平成 19 年２月 19 日付で大量保有報告書の

変更報告書の提出があり、平成 19 年２月 13 日現在で次のとおり当社の株式を

所有している旨の報告を受けておりますが、当社として平成 20 年２月 20 日現

在における実質所有株式数の確認ができませんので、当連結会計年度末現在の

株主名簿に基づき記載しております。なお、当該大量報告の内容は以下のとお

りであります。 
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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（％） 

マサチューセッツ・フィナンシャル・

サービセズ・カンパニー 

（Massachusetts Financial 

Services Company） 

アメリカ合衆国 02116、 

マサチューセッツ州、ボストン・

ボイルストン・ストリート 500 

（500 Boylston Street, Boston, 

Massachusetts, 02116 U.S.A）

15,973 10.18 

４.エムエフエス・インベストメント・マネジメント㈱及び共同保有者であるマサ

チューセッツ・フィナンシャル・サービセズ・カンパニーから平成 20 年４月 22

日付で連名により大量保有報告書の変更報告書の提出があり、平成 20 年４月 15

日現在で次のとおり当社の株式を所有している旨の報告を受けております。な

お、当該大量報告の内容は以下のとおりであります。 

 

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（％） 

エムエフエス・インベスト・ 

マネジメント㈱ 

東京都千代田区霞ヶ関 

１－４－２ 
127 0.08 

マサチューセッツ・フィナンシャル・

サービセズ・カンパニー

（Massachusetts Financial 

Services Company） 

アメリカ合衆国 02116、 

マサチューセッツ州、ボストン・

ボイルストン・ストリート 500 

（500 Boylston Street, Boston, 

Massachusetts, 02116 U.S.A） 

17,866 11.38 

 合計 17,993 11.46 

 

以 上 


