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 平成23年６月30日に提出した第95期（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）有価証券報告書の記載事項の

一部に訂正すべき事項がありましたので、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 

⑥ 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 

  

 訂正箇所は＿＿＿線で示しております。 

  

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】



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】 

⑥ 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 

  

（訂正前）  

特定投資株式 

  

みなし保有株式 

該当事項はありません。 

  

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
保有目的 

大和ハウス工業㈱  1,715,000  1,752 営業関係強化（売上先） 

住友信託銀行㈱  3,010,000  1,297 資本政策上の安定株主政策 

住友不動産㈱  636,000  1,058 営業関係強化（売上先） 

住友林業㈱  1,308,000  988 営業関係強化（売上先） 

ＴＯＴＯ㈱  855,000  571 営業関係強化（業務提携先） 

レンゴー㈱  1,000,000  543 営業関係強化（仕入先） 

㈱奥村組  640,000  223 営業関係強化（売上先） 

すてきナイスグループ㈱  1,000,000  215 営業関係強化（売上先） 

㈱ほくほくフィナンシャルグループ  1,220,450  197 資本政策上の安定株主政策 

ハイビック㈱  1,350,000  186 営業関係強化（売上先） 

㈱常陽銀行  459,000  150 資本政策上の安定株主政策 

ジューテックホールディングス㈱  391,112  123 営業関係強化（売上先） 

ＪＫホールディングス㈱  176,383  84 営業関係強化（売上先） 

ダイソー㈱  250,000  71 資本政策上の安定株主政策 

㈱山口フィナンシャルグループ  68,000  52 資本政策上の安定株主政策 

ＯＣＨＩホールディングス㈱  53,570  42 営業関係強化（売上先） 

日本通運㈱  115,000  36 資本政策上の安定株主政策 

㈱南都銀行  71,520  28 資本政策上の安定株主政策 

ダイビル㈱  35,000  25 営業関係強化（売上先） 

ニチハ㈱  28,000  22 資本政策上の安定株主政策 

ヤマエ久野㈱  17,584  16 営業関係強化（売上先） 

㈱クワザワ  62,007  11 営業関係強化（売上先） 

㈱稲葉製作所  12,000  11 営業関係強化（売上先） 

みずほ信託銀行㈱  133,500  10 資本政策上の安定株主政策 

㈱コスモスイニシア  49,200  8 営業関係強化（売上先） 

㈱飯田産業  10,400  7 営業関係強化（売上先） 

㈱イトーキ  10,000  1 営業関係強化（売上先） 

㈱土屋ホールディングス  8,400  1 営業関係強化（売上先） 



（訂正後） 

特定投資株式 

  

みなし保有株式 

（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．みなし保有株式は退職給付信託に設定しているものであり、「貸借対照表計上額」欄には当事業年度末日にお

ける時価に議決権行使の指図権限の対象となる株式数を乗じて得た金額を記載しております。 

  

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
保有目的 

大和ハウス工業㈱  1,715,000  1,752 営業関係強化（売上先） 

住友信託銀行㈱  3,010,000  1,297 資本政策上の安定株主政策 

住友不動産㈱  636,000  1,058 営業関係強化（売上先） 

住友林業㈱  1,308,000  988 営業関係強化（売上先） 

ＴＯＴＯ㈱  855,000  571 営業関係強化（業務提携先） 

レンゴー㈱  1,000,000  543 営業関係強化（仕入先） 

㈱奥村組  640,000  223 営業関係強化（売上先） 

すてきナイスグループ㈱  1,000,000  215 営業関係強化（売上先） 

㈱ほくほくフィナンシャルグループ  1,220,450  197 資本政策上の安定株主政策 

ハイビック㈱  1,350,000  186 営業関係強化（売上先） 

㈱常陽銀行  459,000  150 資本政策上の安定株主政策 

ジューテックホールディングス㈱  391,112  123 営業関係強化（売上先） 

ＪＫホールディングス㈱  176,383  84 営業関係強化（売上先） 

ダイソー㈱  250,000  71 資本政策上の安定株主政策 

㈱山口フィナンシャルグループ  68,000  52 資本政策上の安定株主政策 

ＯＣＨＩホールディングス㈱  53,570  42 営業関係強化（売上先） 

日本通運㈱  115,000  36 資本政策上の安定株主政策 

㈱南都銀行  71,520  28 資本政策上の安定株主政策 

ダイビル㈱  35,000  25 営業関係強化（売上先） 

ニチハ㈱  28,000  22 資本政策上の安定株主政策 

ヤマエ久野㈱  17,584  16 営業関係強化（売上先） 

㈱クワザワ  62,007  11 営業関係強化（売上先） 

㈱稲葉製作所  12,000  11 営業関係強化（売上先） 

みずほ信託銀行㈱  133,500  10 資本政策上の安定株主政策 

㈱コスモスイニシア  49,200  8 営業関係強化（売上先） 

㈱飯田産業  10,400  7 営業関係強化（売上先） 

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
保有目的 

㈱三井住友フィナンシャルグループ  397,800  1,028 資本政策上の安定株主政策 

大和ハウス工業㈱  300,000  306 営業関係強化（売上先） 

㈱池田泉州ホールディングス  1,474,450  166 資本政策上の安定株主政策 

㈱りそなホールディングス  76,200  30 資本政策上の安定株主政策 


