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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28年６月30日に提出いたしました第120期（自　平成27年４月１日　至　平成28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

 
　

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】

⑭　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保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目

的

当事業年度

　特定投資株式

（訂正前）

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額

(百万円)
保有目的

岩谷産業㈱ 2,415,753 1,579 営業取引の維持強化目的

㈱T&Dホールディングス 1,074,370 1,127 金融機関取引の維持強化目的

㈱T&Dホールディングス 960,000 1,007 議決権行使権限

㈱みずほフィナンシャルグループ 5,956,780 1,001 金融機関取引の維持強化目的

㈱みずほフィナンシャルグループ 5,000,000 840 議決権行使権限

住友大阪セメント㈱ 1,542,775 681 営業取引の維持強化目的

㈱酉島製作所 652,000 653 営業取引の維持強化目的

㈱淀川製鋼所 269,400 643 営業取引の維持強化目的

三井住友トラスト・ホールディングス
㈱

1,812,140 597 金融機関取引の維持強化目的

㈱奥村組 940,000 559 営業取引の維持強化目的

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 977,900 509 金融機関取引の維持強化目的

新日鐵住金㈱ 197,240 426 営業取引の維持強化目的

㈱三井住友フィナンシャルグループ 120,000 409 議決権行使権限

㈱IHI 1,307,000 311 営業取引の維持強化目的

㈱滋賀銀行 616,350 292 金融機関取引の維持強化目的

㈱りそなホールディングス 470,000 188 議決権行使権限

㈱三井住友フィナンシャルグループ 48,200 164 金融機関取引の維持強化目的

丸紅㈱ 268,986 153 営業取引の維持強化目的

MS&ADインシュアランス グループ ホー
ルディングス㈱

37,768 118 金融機関取引の維持強化目的

㈱りそなホールディングス 282,123 113 金融機関取引の維持強化目的

西部ガス㈱ 432,000 112 営業取引の維持強化目的

中外炉工業㈱ 288,000 56 営業取引の維持強化目的

㈱タクマ 51,000 51 営業取引の維持強化目的

STEELCAST Ltd. 400,000 44 営業取引の維持強化目的

丸三証券㈱ 40,000 42 金融機関取引の維持強化目的

阪和興業㈱ 78,000 37 営業取引の維持強化目的

㈱ヤマックス 150,000 31 営業取引の維持強化目的

広島ガス㈱ 750,000 28 営業取引の維持強化目的

㈱みなと銀行 176,000 26 金融機関取引の維持強化目的

橋本総業㈱ 16,500 25 営業取引の維持強化目的
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　　　　　　（訂正後）　

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額

(百万円)
保有目的

岩谷産業㈱ 2,415,753 1,579 営業取引の維持強化目的

㈱T&Dホールディングス 1,074,370 1,127 金融機関取引の維持強化目的

㈱T&Dホールディングス 960,000 1,007 議決権行使権限

㈱みずほフィナンシャルグループ 5,956,780 1,001 金融機関取引の維持強化目的

㈱みずほフィナンシャルグループ 5,000,000 840 議決権行使権限

住友大阪セメント㈱ 1,542,775 681 営業取引の維持強化目的

㈱酉島製作所 652,000 653 営業取引の維持強化目的

㈱淀川製鋼所 269,400 643 営業取引の維持強化目的

三井住友トラスト・ホールディングス
㈱

1,812,140 597 金融機関取引の維持強化目的

㈱奥村組 940,000 559 営業取引の維持強化目的

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 977,900 509 金融機関取引の維持強化目的

新日鐵住金㈱ 197,240 426 営業取引の維持強化目的

㈱三井住友フィナンシャルグループ 120,000 409 議決権行使権限

㈱IHI 1,307,000 311 営業取引の維持強化目的

㈱滋賀銀行 616,350 292 金融機関取引の維持強化目的

㈱りそなホールディングス 470,000 188 議決権行使権限

㈱三井住友フィナンシャルグループ 48,200 164 金融機関取引の維持強化目的

丸紅㈱ 268,986 153 営業取引の維持強化目的

MS&ADインシュアランス グループ ホー
ルディングス㈱

37,768 118 金融機関取引の維持強化目的

㈱りそなホールディングス 282,123 113 金融機関取引の維持強化目的

西部ガス㈱ 432,000 112 営業取引の維持強化目的

中外炉工業㈱ 288,000 56 営業取引の維持強化目的

㈱タクマ 51,000 51 営業取引の維持強化目的

STEELCAST Ltd. 400,000 44 営業取引の維持強化目的

丸三証券㈱ 40,000 42 金融機関取引の維持強化目的

阪和興業㈱ 78,000 37 営業取引の維持強化目的

㈱ヤマックス 150,000 31 営業取引の維持強化目的

広島ガス㈱ 75,000 28 営業取引の維持強化目的

㈱みなと銀行 176,000 26 金融機関取引の維持強化目的

橋本総業㈱ 16,500 25 営業取引の維持強化目的
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