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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29年６月30日に提出した第78期（自　平成28年４月１日　至　平成29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、これら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

⑩　株式の保有状況

 

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】

⑩ 株式の保有状況

　　（訂正前）

当社および連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社（最大保有会社）である当社に

ついて、以下のとおりであります。

(a) 省略

(b) 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、保有区分、株式数、貸借対照表計上額および保有

目的

（前事業年度）

特定投資株式

銘柄
株式数
（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

保有目的

㈱大垣共立銀行 889,922 302 銀行取引を円滑にするため保有

イオン㈱ 163,416 265 営業取引の維持拡大を図るため保有

㈱十六銀行 313,923 105 銀行取引を円滑にするため保有

㈱三菱ＵＦＪ

フィナンシャル・グループ
97,890 51 銀行取引を円滑にするため保有

㈱ダイショー 41,760 48 営業取引の維持拡大を図るため保有

日本トランスシティ㈱ 123,480 46 営業取引の維持拡大を図るため保有

㈱文溪堂 30,100 24 営業取引の維持拡大を図るため保有

東海東京フィナンシャル・

ホールディングス㈱
40,020 24 業務の情報収集を図るため保有

㈱オリバー 11,655 16 営業取引の維持拡大を図るため保有

㈱三井住友

フィナンシャル・グループ
3,658 12 銀行取引を円滑にするため保有

㈱みずほフィナンシャルグループ 67,314 11 銀行取引を円滑にするため保有

セイノーホールディングス㈱ 6,037 7 営業取引の維持拡大を図るため保有

㈱バロー 2,400 6 営業取引の維持拡大を図るため保有

㈱タキヒヨー 12,960 5 営業取引の維持拡大を図るため保有

三菱ＵＦＪリース㈱ 12,000 5 営業取引の維持拡大を図るため保有

㈱ハピネット 5,200 5 営業取引の維持拡大を図るため保有

㈱トーカイ 1,331 4 営業取引の維持拡大を図るため保有

日本トムソン㈱ 5,400 2 営業取引の維持拡大を図るため保有

大王製紙㈱ 2,000 1 営業取引の維持拡大を図るため保有

㈱光製作所 1,430 1 営業取引の維持拡大を図るため保有
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（当事業年度）

特定投資株式

銘柄
株式数
（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

保有目的

㈱大垣共立銀行 896,548 296 銀行取引を円滑にするため保有

イオン㈱ 164,667 267 営業取引の維持拡大を図るため保有

㈱十六銀行 313,923 112 銀行取引を円滑にするため保有

㈱三菱ＵＦＪ

フィナンシャル・グループ
97,890 68 銀行取引を円滑にするため保有

日本トランスシティ㈱ 123,480 57 営業取引の維持拡大を図るため保有

㈱ダイショー 41,760 52 営業取引の維持拡大を図るため保有

㈱文溪堂 30,100 27 営業取引の維持拡大を図るため保有

㈱オリバー 11,655 19 営業取引の維持拡大を図るため保有

㈱三井住友

フィナンシャル・グループ
3,658 14 銀行取引を円滑にするため保有

㈱みずほフィナンシャルグループ 67,314 13 銀行取引を円滑にするため保有

㈱ハピネット 5,200 8 営業取引の維持拡大を図るため保有

セイノーホールディングス㈱ 6,037 7 営業取引の維持拡大を図るため保有

三菱ＵＦＪリース㈱ 12,000 6 営業取引の維持拡大を図るため保有

㈱タキヒヨー 12,960 5 営業取引の維持拡大を図るため保有

㈱トーカイ 1,331 5 営業取引の維持拡大を図るため保有

日本トムソン㈱ 5,400 3 営業取引の維持拡大を図るため保有

大王製紙㈱ 2,000 2 営業取引の維持拡大を図るため保有

㈱光製作所 1,430 1 営業取引の維持拡大を図るため保有

東海染工㈱ 1,000 0 営業取引の維持拡大を図るため保有

 

(c) 保有目的が純投資目的である投資株式

（単位：百万円）
 

 

前事業年度 当事業年度

貸借対照表
計上額の合計額

貸借対照表
計上額の合計額

受取配当金
の合計額

売却損益
の合計額

評価損益
の合計額

非上場株式 32 32 1 － －

非上場株式以外の株式 163 80 2 96 62
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　　（訂正後）

当社および連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社（最大保有会社）である当社に

ついて、以下のとおりであります。

(a) 省略

(b) 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、保有区分、株式数、貸借対照表計上額および保有

目的

（前事業年度）

特定投資株式

銘柄
株式数
（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

保有目的

㈱大垣共立銀行 889,922 302 銀行取引を円滑にするため保有

イオン㈱ 163,416 265 営業取引の維持拡大を図るため保有

㈱十六銀行 313,923 105 銀行取引を円滑にするため保有

㈱三菱ＵＦＪ

フィナンシャル・グループ
97,890 51 銀行取引を円滑にするため保有

㈱ダイショー 41,760 48 営業取引の維持拡大を図るため保有

日本トランスシティ㈱ 123,480 46 営業取引の維持拡大を図るため保有

㈱文溪堂 30,100 27 営業取引の維持拡大を図るため保有

東海東京フィナンシャル・

ホールディングス㈱
40,020 24 業務の情報収集を図るため保有

㈱オリバー 11,655 16 営業取引の維持拡大を図るため保有

㈱三井住友

フィナンシャル・グループ
3,658 12 銀行取引を円滑にするため保有

㈱みずほフィナンシャルグループ 67,314 11 銀行取引を円滑にするため保有

セイノーホールディングス㈱ 6,037 7 営業取引の維持拡大を図るため保有

㈱バロー 2,400 6 営業取引の維持拡大を図るため保有

㈱タキヒヨー 12,960 5 営業取引の維持拡大を図るため保有

三菱ＵＦＪリース㈱ 12,000 5 営業取引の維持拡大を図るため保有

㈱ハピネット 5,200 5 営業取引の維持拡大を図るため保有

㈱トーカイ 1,331 4 営業取引の維持拡大を図るため保有

日本トムソン㈱ 5,400 2 営業取引の維持拡大を図るため保有

大王製紙㈱ 2,000 1 営業取引の維持拡大を図るため保有

㈱光製作所 1,430 1 営業取引の維持拡大を図るため保有
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（当事業年度）

特定投資株式

銘柄
株式数
（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

保有目的

㈱大垣共立銀行 896,548 296 銀行取引を円滑にするため保有

イオン㈱ 164,667 267 営業取引の維持拡大を図るため保有

㈱十六銀行 313,923 112 銀行取引を円滑にするため保有

㈱三菱ＵＦＪ

フィナンシャル・グループ
97,890 68 銀行取引を円滑にするため保有

日本トランスシティ㈱ 123,480 57 営業取引の維持拡大を図るため保有

㈱ダイショー 41,760 52 営業取引の維持拡大を図るため保有

㈱文溪堂 30,100 27 営業取引の維持拡大を図るため保有

㈱オリバー 11,655 19 営業取引の維持拡大を図るため保有

㈱三井住友

フィナンシャル・グループ
3,658 14 銀行取引を円滑にするため保有

㈱みずほフィナンシャルグループ 67,314 13 銀行取引を円滑にするため保有

㈱ハピネット 5,200 8 営業取引の維持拡大を図るため保有

セイノーホールディングス㈱ 6,037 7 営業取引の維持拡大を図るため保有

三菱ＵＦＪリース㈱ 12,000 6 営業取引の維持拡大を図るため保有

㈱タキヒヨー 12,960 5 営業取引の維持拡大を図るため保有

㈱トーカイ 1,331 5 営業取引の維持拡大を図るため保有

日本トムソン㈱ 5,400 3 営業取引の維持拡大を図るため保有

大王製紙㈱ 2,000 2 営業取引の維持拡大を図るため保有

㈱光製作所 1,430 1 営業取引の維持拡大を図るため保有

東海染工㈱ 1,000 0 営業取引の維持拡大を図るため保有

 

(c) 保有目的が純投資目的である投資株式

（単位：百万円）
 

 

前事業年度 当事業年度

貸借対照表
計上額の合計額

貸借対照表
計上額の合計額

受取配当金
の合計額

売却損益
の合計額

評価損益
の合計額

非上場株式 32 32 1 － －

非上場株式以外の株式 163 80 3 14 62
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