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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25年6月27日に提出いたしました第105期（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）有価証

券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、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

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。
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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

　
（訂正前）

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

   及び保有目的　　

　　　　

（前事業年度）

特定投資株式

＜省略＞

　
みなし保有株式

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(千円)

保有目的

本田技研工業㈱ 152,000.00 478,040
退職給付信託契約による
議決権行使の指図権限

トヨタ自動車㈱ 122,000.00 435,540 同上

㈱みずほフィナンシャルグ
ループ

1,193,000.00 161,055 同上

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャ
ル・グループ

256,000.00 105,472 同上

㈱日伝 62,000.00 78,984 同上

三井住友トラスト・ホール
ディングス㈱

230,000.00 60,720 同上

㈱ふくおかフィナンシャル
グループ

155,000.00 56,885 同上

東海東京フィナンシャル・
ホールディングス㈱

15,000.00 34,065 同上
 

（注）1.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。

2.特定投資株式の㈱クボタ、三菱重工業㈱、マツダ㈱、日新製鋼㈱、㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー

プ、石塚硝子㈱、日本ピストンリング㈱、ダイハツディーゼル㈱、㈱中央製作所、㈱ファインシンター、本田

技研工業㈱、富士重工業㈱、トヨタ自動車㈱、川崎重工業㈱、東海東京フィナンシャル・ホールディングス

㈱、㈱日伝、Dana Holding Corp、㈱ジェイテクト並びにみなし保有株式の三井住友トラスト・ホールディング

ス㈱、㈱ふくおかフィナンシャルグループ、東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱は、貸借対照表計

上額が資本金額の100分の1以下でありますが、特定投資株式とみなし保有株式を合わせて上位30銘柄について

記載しております。
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（当事業年度）

特定投資株式

＜省略＞

　
みなし保有株式

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(千円)

保有目的

トヨタ自動車㈱ 122,000.00 592,920
退職給付信託契約による議

決権行使の指図権限

本田技研工業㈱ 152,000.00 540,360 同上

㈱みずほフィナンシャルグ
ループ

1,193,000.00 237,407 同上

㈱日伝 62,000.00 143,034 同上

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャ
ル・グループ

256,000.00 142,848 同上

三井住友トラスト・ホール
ディングス㈱

230,000.00 101,890 同上

㈱ふくおかフィナンシャル
グループ

155,000.00 74,865 同上

東海東京フィナンシャル・
ホールディングス㈱

15,000.00 39,750 同上
 

（注）＜省略＞
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（訂正後）

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

   及び保有目的　　

　
（前事業年度）

特定投資株式

＜省略＞

　
みなし保有株式

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(千円)

保有目的

本田技研工業㈱ 152,000.00 478,040
退職給付信託契約による
議決権行使の指図権限

トヨタ自動車㈱ 122,000.00 435,540 同上

㈱みずほフィナンシャルグ
ループ

1,193,000.00 161,055 同上

㈱日伝 62,000.00 137,764 同上

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャ
ル・グループ

　256,000.00 105,472 同上

三井住友トラスト・ホール
ディングス㈱

230,000.00 60,720 同上

㈱ふくおかフィナンシャル
グループ

155,000.00 56,885 同上

東京海上ホールディングス
㈱

15,000.00 34,065 同上
 

（注）1.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。

2.特定投資株式の㈱クボタ、三菱重工業㈱、マツダ㈱、日新製鋼㈱、㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー

プ、石塚硝子㈱、日本ピストンリング㈱、ダイハツディーゼル㈱、㈱中央製作所、㈱ファインシンター、本田

技研工業㈱、富士重工業㈱、トヨタ自動車㈱、川崎重工業㈱、東海東京フィナンシャル・ホールディングス

㈱、㈱日伝、Dana Holding Corp、㈱ジェイテクト並びにみなし保有株式の三井住友トラスト・ホールディング

ス㈱、㈱ふくおかフィナンシャルグループ、東京海上ホールディングス㈱は、貸借対照表計上額が資本金額の

100分の1以下でありますが、特定投資株式とみなし保有株式を合わせて上位30銘柄について記載しておりま

す。

　
（当事業年度）

特定投資株式

＜省略＞

　
みなし保有株式

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(千円)

保有目的

トヨタ自動車㈱ 122,000.00 592,920
退職給付信託契約による議

決権行使の指図権限

本田技研工業㈱ 152,000.00 540,360 同上

㈱みずほフィナンシャルグ
ループ

1,193,000.00 237,407 同上

㈱日伝 62,000.00 143,034 同上

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャ
ル・グループ

256,000.00 142,848 同上

三井住友トラスト・ホール
ディングス㈱

230,000.00 101,890 同上

㈱ふくおかフィナンシャル
グループ

155,000.00 74,865 同上

東京海上ホールディングス
㈱

15,000.00 39,750 同上
 

（注）＜省略＞
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