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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2017年６月26日付で提出いたしました第86期（自　2016年４月１日　至　2017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本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

　　５．役員の状況

　　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

　

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】

５ 【役員の状況】

（訂正前）

＜省略＞
 
 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役
専務執行役員
ＣＦＯ（最高
財務責任者）

岡　田　稔　明 1960年10月30日生

1984年４月 当社入社

(注)４ 5,000

2004年10月 当社スバルマーケティング本部営

業企画部担当部長兼企画第一課長

2013年４月 当社執行役員経営企画部長

2015年４月 当社常務執行役員スバル経営企画

部長

2017年４月 当社専務執行役員

2017年６月 当社取締役兼専務執行役員（現）
 
 
 
 
 

＜省略＞

 
（訂正後）

＜省略＞

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役
専務執行役員
ＣＦＯ（最高
財務責任者）

岡　田　稔　明 1960年10月30日生

1984年４月 当社入社

(注)４ 5,000

2004年10月 当社スバルマーケティング本部営

業企画部担当部長兼企画第一課長

2013年４月 当社執行役員経営企画部長

2015年４月 当社常務執行役員経営企画部長

2017年４月 当社専務執行役員

2017年６月 当社取締役兼専務執行役員（現）
 

＜省略＞

　

 
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

（訂正前）

＜省略＞

(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

株式会社小糸製作所 449,852 2,605
資材・部品調達等の業務のより円滑な推進
のため

興銀リース株式会社 720,000 1,711 金融取引等の業務のより円滑な推進のため

株式会社群馬銀行 2,850,468 1,656 金融取引等の業務のより円滑な推進のため

新日鐵住金株式会社 305,126 783
資材・部品調達等の業務のより円滑な推進
のため

株式会社みずほフィナンシャルグループ 3,720,970 759 金融取引等の業務のより円滑な推進のため

セントラル硝子株式会社 1,400,975 664
資材・部品調達等の業務のより円滑な推進
のため

株式会社商船三井 1,684,050 589
自動車輸送等の業務のより円滑な推進のた
め

株式会社アーレスティ 509,490 579
資材・部品調達等の業務のより円滑な推進
のため

株式会社ブリヂストン 109,008 491
資材・部品調達等の業務のより円滑な推進
のため

日本郵船株式会社 1,810,800 426
自動車輸送等の業務のより円滑な推進のた
め

株式会社ジーテクト 204,000 401
資材・部品調達等の業務のより円滑な推進
のため
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ジェイ エフ イーホールディングス株式会社 164,663 314
資材・部品調達等の業務のより円滑な推進
のため

株式会社リケン 58,550 287
資材・部品調達等の業務のより円滑な推進
のため

デンヨー株式会社 170,569 287
当社商品販売等の業務のより円滑な推進の
ため

株式会社ヨロズ 110,000 188
資材・部品調達等の業務のより円滑な推進
のため

株式会社めぶきフィナンシャルグループ 379,851 169 金融取引等の業務のより円滑な推進のため

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 33,641 130 金融取引等の業務のより円滑な推進のため

株式会社三井住友フィナンシャルグループ 31,632 128 金融取引等の業務のより円滑な推進のため

損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会
社

26,750 109 金融取引等の業務のより円滑な推進のため

株式会社やまびこ 80,000 104
当社商品販売等の業務のより円滑な推進の
ため

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 145,040 101 金融取引等の業務のより円滑な推進のため

株式会社鶴見製作所 5,000 81
当社商品販売等の業務のより円滑な推進の
ため

第一生命ホールディングス株式会社 37,900 76 金融取引等の業務のより円滑な推進のため

ユアサ商事株式会社 13,846 43
当社商品販売等の業務のより円滑な推進の
ため

株式会社リード 272,250 40
資材・部品調達等の業務のより円滑な推進
のため

株式会社ワキタ 29,358 31
当社商品販売等の業務のより円滑な推進の
ため

櫻護謨株式会社 55,000 29
資材・部品調達等の業務のより円滑な推進
のため

アネスト岩田株式会社 10,000 10
当社商品販売等の業務のより円滑な推進の
ため

株式会社ミクニ 13,409 6
資材・部品調達等の業務のより円滑な推進
のため

株式会社丸山製作所 2,200 4
当社商品販売等の業務のより円滑な推進の
ため

 

＜省略＞

 

（訂正後）

＜省略＞

(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

株式会社小糸製作所 449,852 2,605
資材・部品調達等の業務のより円滑な推進
のため

興銀リース株式会社 720,000 1,711 金融取引等の業務のより円滑な推進のため

株式会社群馬銀行 2,850,468 1,656 金融取引等の業務のより円滑な推進のため

新日鐵住金株式会社 305,126 783
資材・部品調達等の業務のより円滑な推進
のため

株式会社みずほフィナンシャルグループ 3,720,970 759 金融取引等の業務のより円滑な推進のため

セントラル硝子株式会社 1,400,975 664
資材・部品調達等の業務のより円滑な推進
のため

株式会社商船三井 1,684,050 589
自動車輸送等の業務のより円滑な推進のた
め

株式会社アーレスティ 509,490 579
資材・部品調達等の業務のより円滑な推進
のため

株式会社ブリヂストン 109,008 491
資材・部品調達等の業務のより円滑な推進
のため

日本郵船株式会社 1,810,800 426
自動車輸送等の業務のより円滑な推進のた
め

株式会社ジーテクト 204,000 401
資材・部品調達等の業務のより円滑な推進
のため

ジェイ エフ イーホールディングス株式会社 164,663 314
資材・部品調達等の業務のより円滑な推進
のため
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株式会社リケン 58,550 287 資材・部品調達等の業務のより円滑な推進
のため

デンヨー株式会社 170,569 287
当社商品販売等の業務のより円滑な推進の
ため

株式会社ヨロズ 110,000 188
資材・部品調達等の業務のより円滑な推進
のため

株式会社めぶきフィナンシャルグループ 379,851 169 金融取引等の業務のより円滑な推進のため

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 33,641 130 金融取引等の業務のより円滑な推進のため

株式会社三井住友フィナンシャルグループ 31,632 128 金融取引等の業務のより円滑な推進のため

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 26,750 109 金融取引等の業務のより円滑な推進のため

株式会社やまびこ 80,000 104
当社商品販売等の業務のより円滑な推進の
ため

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 145,040 101 金融取引等の業務のより円滑な推進のため

株式会社鶴見製作所 50,000 81
当社商品販売等の業務のより円滑な推進の
ため

第一生命ホールディングス株式会社 37,900 76 金融取引等の業務のより円滑な推進のため

ユアサ商事株式会社 13,846 43
当社商品販売等の業務のより円滑な推進の
ため

株式会社リード 272,250 40
資材・部品調達等の業務のより円滑な推進
のため

株式会社ワキタ 29,358 31
当社商品販売等の業務のより円滑な推進の
ため

櫻護謨株式会社 55,000 23
資材・部品調達等の業務のより円滑な推進
のため

アネスト岩田株式会社 10,000 10
当社商品販売等の業務のより円滑な推進の
ため

株式会社ミクニ 13,409 6
資材・部品調達等の業務のより円滑な推進
のため

株式会社丸山製作所 2,200 4
当社商品販売等の業務のより円滑な推進の
ため

 

＜省略＞
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