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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30年６月27日に提出いたしました第122期（自　平成29年４月１日　至　平成30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。

　

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］

　　　　　⑥株式の保有状況

 

　第５［経理の状況］

　　 １［連結財務諸表等］

　　　(1) 連結財務諸表

　　　　 ［注記事項］

　　　　　（連結貸借対照表関係）

　

　

３ 【訂正箇所】

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］

　　　　⑥株式の保有状況

 
（訂正前）

イ　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

　　　銘柄数　　　　　　　　　　　　9銘柄

　　　貸借対照表計上額の合計額　5,906百万円

 
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

　１　政策保有に関する方針

　当社は、株式保有する企業との取引関係及び事業における協力関係等を重視し、当社の企業価値の向上に資

すると判断した場合に、政策保有株式として保有いたします。

　２　政策保有株式の議決権行使について

　政策保有株式の議決権行使については、提案された議案について、投資先企業の経営方針・経営戦略を勘案

し、議案内容を個別に判断のうえ、適切に議決権を行使いたします。

 

（前事業年度）

　　省略
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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

トヨタ自動車㈱ 364,251 2,497 取引関係の円滑化

日野自動車㈱ 1,002,500 1,362 取引関係の円滑化

本田技研工業㈱ 375,900 1,307 取引関係の円滑化

㈱ＳＵＢＡＲＵ 60,026 215 取引関係の円滑化

アイピーリングス社 704,200 187 合弁事業契約の継続

大同メタル工業㈱ 94,630 119 取引関係の円滑化

東京海上ホールディングス㈱ 23,184 113 取引関係の円滑化

いすゞ自動車㈱ 52,517 85 取引関係の円滑化

第一生命ホールディングス㈱ 9,200 18 取引関係の円滑化
 

 

みなし保有株式

銘柄 株式数
（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

保有目的

本田技研工業㈱ 540,000 1,966 取引関係の円滑化
退職給付信託の設定

 

（注）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。

 

ハ　保有目的が純投資目的である投資株式

　　　該当事項はありません。

 

（訂正後）

イ　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

　　　銘柄数　　　　　　　　　　　　9銘柄

　　　貸借対照表計上額の合計額　5,906百万円

 
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

　１　政策保有に関する方針

　当社は、株式保有する企業との取引関係及び事業における協力関係等を重視し、当社の企業価値の向上に資

すると判断した場合に、政策保有株式として保有いたします。

　２　政策保有株式の議決権行使について

　政策保有株式の議決権行使については、提案された議案について、投資先企業の経営方針・経営戦略を勘案

し、議案内容を個別に判断のうえ、適切に議決権を行使いたします。

 
（前事業年度）

　　省略
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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

トヨタ自動車㈱ 364,251 2,497 取引関係の円滑化

日野自動車㈱ 1,002,500 1,362 取引関係の円滑化

本田技研工業㈱ 357,900 1,307 取引関係の円滑化

㈱ＳＵＢＡＲＵ 60,026 215 取引関係の円滑化

アイピーリングス社 704,200 187 合弁事業契約の継続

大同メタル工業㈱ 94,630 119 取引関係の円滑化

東京海上ホールディングス㈱ 23,184 113 取引関係の円滑化

いすゞ自動車㈱ 52,517 85 取引関係の円滑化

第一生命ホールディングス㈱ 9,200 18 取引関係の円滑化
 

 

みなし保有株式

銘柄 株式数
（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

保有目的

本田技研工業㈱ 540,000 1,966
取引関係の円滑化
退職給付信託の設定

 

（注）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。

 

ハ　保有目的が純投資目的である投資株式

　　　該当事項はありません。
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　第５　経理の状況

　　 １［連結財務諸表等］

　　　(1) 連結財務諸表

　　 ［注記事項］

　　　　（連結貸借対照表関係）

 
（訂正前）

　　※１　担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

　　　　　・担保に供している資産

 
 前連結会計年度

（平成29年3月31日）
当連結会計年度

（平成30年3月31日）

（工場財団）   
　建物及び構築物 5,297百万円 5,118百万円

　機械装置及び運搬具 7,034百万円 7,311百万円

　土地 4,143百万円 4,143百万円

（その他）   
　建物及び構築物 557百万円 557百万円

　土地 275百万円 275百万円

合計 17,308百万円 17,406百万円
 

 
         ・担保付債務

 
 前連結会計年度

（平成29年3月31日）
当連結会計年度

（平成30年3月31日）

（工場財団設定分）   
　長期借入金 6,005百万円 5,199百万円

　(うち、1年内返済予定の長期借入金) (1,633百万円) (1,373百万円)

　短期借入金 665百万円 691百万円

（その他）   
　長期借入金 635百万円 698百万円

　(うち、1年内返済予定の長期借入金) (150百万円) (152百万円)

　短期借入金 230百万円 182百万円

合計 7,536百万円 6,772百万円
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（訂正後）

　　※１　担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

　　　　　・担保に供している資産

 
 前連結会計年度

（平成29年3月31日）
当連結会計年度

（平成30年3月31日）

（工場財団）   
　建物及び構築物 5,297百万円 5,118百万円

　機械装置及び運搬具 7,034百万円 6,437百万円

　土地 4,143百万円 4,143百万円

（その他）   
　建物及び構築物 557百万円 557百万円

　土地 275百万円 275百万円

合計 17,308百万円 16,532百万円
 

 
         ・担保付債務

 
 前連結会計年度

（平成29年3月31日）
当連結会計年度

（平成30年3月31日）

（工場財団設定分）   
　長期借入金 6,005百万円 5,199百万円

　(うち、1年内返済予定の長期借入金) (1,633百万円) (1,373百万円)

　短期借入金 665百万円 691百万円

（その他）   
　長期借入金 635百万円 698百万円

　(うち、1年内返済予定の長期借入金) (150百万円) (152百万円)

　短期借入金 230百万円 182百万円

合計 7,536百万円 6,772百万円
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