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平成24年６月26日に提出いたしました第９期(自 平成23年４月１日 至 平成24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。 

  

 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】 

⑬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 

  

訂正箇所は  を付して表示しております。 

  

 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】 

⑬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 

  
 (訂正前) 

   (当事業年度) 

特定投資株式 

１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

２ 【訂正事項】

３ 【訂正箇所】

 
銘柄

株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

 日本発条(株) 11,346,462 10,098  （注） 

 (株)神戸製鋼所 45,016,000 6,032  （注） 

 関西ペイント(株) 4,609,827 3,849  （注）  

 全日本空輸(株) 14,136,000 3,534  （注）  

 山崎製パン(株) 2,399,089 2,845  （注）  

 BRASKEM S.A. 4,345,162 2,450  （注） 

 (株)トクヤマ 6,484,200 1,666  （注） 

 東京海上ホールディングス(株)  723,012 1,641  （注） 

 (株)Ｔ＆Ｄホールディングス 1,615,010 1,548  （注） 

 大阪ガス(株) 4,661,000 1,547  （注） 



  

  

 
   （注）保有目的は、取引関係の維持・強化を目的としております。 

    

 (訂正後) 

   (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

 (株)日清製粉グループ本社 1,465,794 1,467  （注） 

 テイカ(株) 4,957,392 1,462  （注） 

 PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK 43,025,300 1,380  （注） 

 昭和産業(株) 5,000,000 1,300  （注） 

 日揮(株) 500,000 1,282  （注） 

 

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
ホールディングス(株) 675,931 1,148  （注） 

 (株)ダイセル 1,950,000 1,039  （注） 

 オリックス(株) 128,854 1,017  （注） 

 (株)日本触媒 962,576 923  （注） 

 日本航空ビルディング(株) 845,000 920  （注） 

 アルコニックス(株) 434,000 865  （注） 

 富士フイルムホールディングス(株) 439,230 852  （注） 

 三井海洋開発(株) 431,000 737  （注） 

 AMCOL INTERNATIONAL CORP.  296,897 719  （注） 

 (株)ＴＳＩホールディングス 1,363,000 711  （注） 

 三井製糖(株) 2,500,000 690  （注） 

 日本電工(株) 1,696,000 686  （注） 

 日本製粉(株) 1,676,256 636  （注） 

 新日本製鐵(株) 2,659,000 603  （注） 

 大平洋金属(株) 1,060,000 481  （注） 

 
銘柄

株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

 日本発条(株) 11,346,462 10,098  （注） 

 (株)神戸製鋼所 45,016,000 6,032  （注） 

 関西ペイント(株) 4,609,827 3,849  （注）  

 全日本空輸(株) 14,136,000 3,534  （注）  

 山崎製パン(株) 2,399,089 2,845  （注）  

 BRASKEM S.A. 4,345,162 2,450  （注） 

 (株)トクヤマ 6,484,200 1,666  （注） 

 東京海上ホールディングス(株)  723,012 1,641  （注） 

 (株)Ｔ＆Ｄホールディングス 1,615,010 1,548  （注） 

 大阪ガス(株) 4,661,000 1,547  （注） 

 (株)日清製粉グループ本社 1,465,794 1,467  （注） 

 テイカ(株) 4,957,392 1,462  （注） 

 PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK 43,025,300 1,380  （注） 



  
  

 
   （注）保有目的は、取引関係の維持・強化を目的としております。 

 
銘柄

株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

 昭和産業(株) 5,000,000 1,300  （注） 

 日揮(株) 500,000 1,282  （注） 

 

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
ホールディングス(株) 675,931 1,148  （注） 

 (株)ダイセル 1,950,000 1,039  （注） 

 オリックス(株) 128,854 1,017  （注） 

 (株)日本触媒 962,576 923  （注） 

 日本空港ビルデング(株) 845,000 920  （注） 

 アルコニックス(株) 434,000 865  （注） 

 富士フイルムホールディングス(株) 439,230 852  （注） 

 三井海洋開発(株) 431,000 737  （注） 

 AMCOL INTERNATIONAL CORP.  296,897 719  （注） 

 (株)ＴＳＩホールディングス 1,363,000 711  （注） 

 三井製糖(株) 2,500,000 690  （注） 

 日本電工(株) 1,696,000 686  （注） 

 日本製粉(株) 1,676,256 636  （注） 

 新日本製鐵(株) 2,659,000 603  （注） 

 大平洋金属(株) 1,060,000 481  （注） 
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当社代表取締役社長 佐藤 洋二及び当社最高財務責任者 茂木 良夫は、当社の第９期(自 平成23年

４月１日 至 平成24年３月31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いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】


