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【表紙】 
 

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成24年５月16日 

【事業年度】 第30期（自 平成22年２月21日 至 平成23年２月20日） 

【会社名】 イオンクレジットサービス株式会社 

【英訳名】 AEON CREDIT SERVICE CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役兼社長執行役員  神谷 和秀 

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町一丁目１番地 

（上記は登記上の本店所在地であり、実際の本店業務は下記の連絡場所

で行っております。） 

【電話番号】 ０３－５２８１－２０５７ 

【事務連絡者氏名】 取締役兼専務執行役員 経営管理本部長  若林 秀樹 

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田美土代町１番地 

【電話番号】 ０３－５２８１－２０５７ 

【事務連絡者氏名】 取締役兼専務執行役員 経営管理本部長  若林 秀樹 

【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） 
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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23年５月13日に提出した第30期（自 平成22年２月21日 至 平成23年２月20日）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 

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 

⑤ 株式の保有状況 

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有

目的 

第５ 経理の状況 

２ 財務諸表等 

(1）財務諸表 

④ 附属明細表 

有価証券明細表 

株式 

 

３【訂正箇所】 
 訂正箇所は＿＿＿線で示しております。 
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第一部【企業情報】 

第４【提出会社の状況】 
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】 

⑤ 株式の保有状況 

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的 

（訂正前） 

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額

（百万円） 
保有目的 

㈱イオン銀行 200,000 10,000 営業等の取引関係強化のため 

イオンモール㈱ 480,000 1,053 営業等の取引関係強化のため 

ミニストップ㈱ 403,753 599 営業等の取引関係強化のため 

㈱日本情報信用機構 17,034 523 業務基盤構築等の関係強化のため 

イオン九州㈱ 300,000 407 営業等の取引関係強化のため 

㈱アイティフォー 1,350,000 395 業務基盤構築等の関係強化のため 

マックスバリュ北海道㈱ 265,000 373 営業等の取引関係強化のため 

イオンディライト㈱ 195,000 311 営業等の取引関係強化のため 

マックスバリュ西日本㈱ 235,558 277 営業等の取引関係強化のため 

㈱デジタルガレージ 488 175 営業等の取引関係強化のため 

ワタミ㈱ 100,000 172 営業等の取引関係強化のため 

ＤＣＭホールディングス㈱ 315,638 165 営業等の取引関係強化のため 

 

（訂正後） 

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額

（百万円） 
保有目的 

㈱イオン銀行 200,000 10,000 営業等の取引関係強化のため 

イオンモール㈱ 480,000 1,053 営業等の取引関係強化のため 

ミニストップ㈱ 403,753 599 営業等の取引関係強化のため 

㈱日本信用情報機構 17,034 523 業務基盤構築等の関係強化のため 

イオン九州㈱ 300,000 407 営業等の取引関係強化のため 

㈱アイティフォー 1,350,000 395 業務基盤構築等の関係強化のため 

マックスバリュ北海道㈱ 265,000 373 営業等の取引関係強化のため 

イオンディライト㈱ 195,000 311 営業等の取引関係強化のため 

マックスバリュ西日本㈱ 235,558 277 営業等の取引関係強化のため 

㈱デジタルガレージ 488 175 営業等の取引関係強化のため 

ワタミ㈱ 100,000 172 営業等の取引関係強化のため 

ＤＣＭホールディングス㈱ 315,638 165 営業等の取引関係強化のため 
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第５【経理の状況】 
２【財務諸表等】 

（１）【財務諸表】 

④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

（訂正前） 

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

㈱イオン銀行 200,000 10,000

イオンモール㈱ 480,000 1,053

ミニストップ㈱ 403,753 599

㈱日本情報信用機構 17,034 523

イオン九州㈱ 300,000 407

㈱アイティフォー 1,350,000 395

マックスバリュ北海道㈱ 265,000 373

イオンディライト㈱ 195,000 311

マックスバリュ西日本㈱ 235,558 277

㈱デジタルガレージ 488 175

ワタミ㈱ 100,000 172

ＤＣＭホールディングス㈱ 315,638 165

投資有価証券 その他有価証券 

その他19銘柄 991,361 549

計 4,853,832 15,005

 

（訂正後） 

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

㈱イオン銀行 200,000 10,000

イオンモール㈱ 480,000 1,053

ミニストップ㈱ 403,753 599

㈱日本信用情報機構 17,034 523

イオン九州㈱ 300,000 407

㈱アイティフォー 1,350,000 395

マックスバリュ北海道㈱ 265,000 373

イオンディライト㈱ 195,000 311

マックスバリュ西日本㈱ 235,558 277

㈱デジタルガレージ 488 175

ワタミ㈱ 100,000 172

ＤＣＭホールディングス㈱ 315,638 165

投資有価証券 その他有価証券 

その他19銘柄 991,361 549

計 4,853,832 15,005
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【表紙】 
 
【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第４項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成24年５月16日 

【会社名】 イオンクレジットサービス株式会社 

【英訳名】 AEON CREDIT SERVICE CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役兼社長執行役員  神谷 和秀 

【最高財務責任者の役職氏名】 取締役兼専務執行役員 経営管理本部長  若林 秀樹 

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町一丁目１番地 

【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） 
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１【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】 
 当社代表取締役兼社長執行役員神谷和秀及び当社取締役兼専務執行役員経営管理本部長若林秀樹は、当社の第30期

（自 平成22年２月21日 至 平成23年２月20日）の有価証券報告書の訂正報告書の記載内容が金融商品取引法令に基

づき適正に記載されていることを確認しました。 

 

２【特記事項】 
 特記すべき事項はありません。 

 




