
  平成29年6月12日   株主各位   株式会社 商船三井 代表取締役社長執行役員 池田 潤一郎    「定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」の一部修正について  平成29年5月25日付で当社ウェブサイトに掲載致しました「定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」の記載内容の一部に誤りがありましたので、お詫び申し上げますとともに下記の通り修正のご連絡をさせていただきます。  記   １． 修正箇所  「定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」 個別注記表 （１）20ページ「貸借対照表に関する注記 ４．偶発債務」 （２）22ページ「関連当事者との取引に関する注記」 （３）23ページ「１株当たり情報に関する注記 １．１株当たり純資産額」 （４）23ページ「重要な後発事象に関する注記 ４．１株当たり情報に及ぼす影響」   ２．修正内容（下線部分が修正箇所であります。）  （１）個別注記表 貸借対照表に関する注記  修正前（誤） ４．偶発債務    保証債務等                 529,192百万円    （うち外貨建保証債務            348,224百万円）  修正後（正） ４．偶発債務    保証債務等                 571,443百万円    （うち外貨建保証債務            379,037百万円）         



 （２）個別注記表 関連当事者との取引に関する注記  修正前（誤）         （単位:百万円） 属性 会社等の名称 議決権等の 関連当事者 取引の内容 取引金額 科目 期末残高     所有割合 との関係 （注)１ (注)２     子会社 WHITE BEAR MARITIME LIMITED 直接100% 役員の兼任 債務保証 48,589 - -       船舶の傭船            債務保証        MOL EURO-ORIENT SHIPPING S.A. 直接100% 役員の兼任 債務保証 30,135 - -       船舶の傭船             債務保証        MOL BRIDGE FINANCE S.A. 直接100% 役員の兼任 債務保証 15,706 - -       債務保証        SAMBA OFFSHORE S.A. 直接100% 役員の兼任 債務保証 15,338 - -       債務保証        MOG-Ⅸ LNG SHIPHOLDING S.A. 直接100% 役員の兼任 債務保証 14,276 - -       船舶の傭船            債務保証          CLEOPATRA LNG SHIPPING CO., LTD. 直接70% 役員の兼任 債務保証 14,074 - -       債務保証        NEFERTITI LNG SHIPPING CO., LTD. 直接70% 役員の兼任 債務保証 12,777 - -       債務保証        TraPac Jacksonville, LLC 間接100% 役員の兼任 債務保証 11,233 - -       債務保証        CAMELLIA CONTAINER CARRIER S.A. 直接100% 役員の兼任 債務保証 10,815 - -       船舶の傭船            債務保証        MOL CAPE (SINGAPORE) PTE. LTD. 直接100% 役員の兼任 債務保証 10,801 - -       債務保証        （以下略）    修正後（正）         （単位:百万円） 属性 会社等の名称 議決権等の 関連当事者 取引の内容 取引金額 科目 期末残高     所有割合 との関係 （注)１ (注)２     子会社 WHITE BEAR MARITIME LIMITED 直接100% 役員の兼任 債務保証 53,098 - -       船舶の傭船            債務保証        MOL EURO-ORIENT SHIPPING S.A. 直接100% 役員の兼任 債務保証 30,104 - -       船舶の傭船             債務保証       DOLPHIN NAVIGATION INC. 直接100% 役員の兼任 債務保証 21,068 - -    債務保証       MOL BRIDGE FINANCE S.A. 直接100% 役員の兼任 債務保証 15,706 - -       債務保証        SAMBA OFFSHORE S.A. 直接100% 役員の兼任 債務保証 15,338 - -       債務保証      



  MOG-Ⅸ LNG SHIPHOLDING S.A. 直接100% 役員の兼任 債務保証 14,276 - -       船舶の傭船            債務保証          CLEOPATRA LNG SHIPPING CO., LTD. 直接70% 役員の兼任 債務保証 14,074 - -       債務保証        NEFERTITI LNG SHIPPING CO., LTD. 直接70% 役員の兼任 債務保証 12,777 - -       債務保証        TraPac Jacksonville, LLC 間接100% 役員の兼任 債務保証 11,233 - -       債務保証        MOL CAPE (SINGAPORE) PTE. LTD. 直接100% 役員の兼任 債務保証 10,801 - -       債務保証          CAMELLIA CONTAINER CARRIER S.A. 直接100% 役員の兼任 債務保証 10,716 - -       船舶の傭船            債務保証      （以下略）    （３）個別注記表 １株当たり情報に関する注記  修正前（誤） １．１株当たり純資産額                               197円62銭  修正後（正） １．１株当たり純資産額                               195円57銭   （４）個別注記表 重要な後発事象に関する注記  修正前（誤） ４． １株当たり情報に及ぼす影響 当該株式併合が期首に行われたと仮定した場合の当事業年度における１株あたり情報は以下のとおりです。 (1) １株当たり純資産額     1,976円21銭 (2) １株当たり当期純損失       83円19銭  修正後（正） ４． １株当たり情報に及ぼす影響 当該株式併合が期首に行われたと仮定した場合の当事業年度における１株あたり情報は以下のとおりです。 (1) １株当たり純資産額     1,955円75銭 (2) １株当たり当期純損失       83円19銭   以上 


