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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26日に提出いたしました第40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

　　　５　役員の状況

 
　　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

　　　　　（金融商品関係）

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)

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（株）

    昭和44年４月 裁判官任官   
    昭和62年４月 東京地方裁判所部総括判事   
    平成３年12月 横浜地方裁判所部総括判事   
    平成８年４月 東京高等裁判所判事   
    平成10年12月 那覇地方裁判所所長   
    平成12年３月 東京高等裁判所部総括判事   

取締役 ― 北山　元章 昭和19年９月26日 平成17年１月 さいたま地方裁判所所長 (注)４ 1,300

（非常勤）    平成18年10月 福岡高等裁判所長官   
    平成19年５月 退官   
    平成20年４月 弁護士登録   
    平成20年４月 田辺総合法律事務所入所（現職）   
    平成21年４月 国土交通省中央建設工事紛争審査会委員   
    平成23年３月 協和発酵キリン㈱取締役   
    平成23年６月 最高裁判所医事関係訴訟委員会委員   
    平成24年６月 当社　取締役（現職）   
    昭和49年４月 警察庁入庁   
    平成13年９月 警視庁公安部長   
    平成15年８月 警察庁警備局審議官   
    平成16年６月 大阪府警察本部長   
    平成17年８月 警視庁副総監   

取締役 ― 米村　敏朗 昭和26年４月26日 平成18年７月 警察庁警備局長 (注)４ 900

（非常勤）    平成19年８月 警察庁官房長   
    平成20年８月 警視総監   
    平成22年１月 退官   
    平成23年６月 当社　監査役   
    平成23年12月 内閣危機管理監   
    平成26年２月 内閣官房参与   
    平成26年３月 退官   

    
平成26年３月 一般財団法人東京オリンピック・パラリ

ンピック競技大会組織委員会理事（現

職）

  

    
平成26年５月 ㈱セブン＆アイ・ホールディングス取締

役（現職）
  

    平成26年６月 当社　取締役（現職）   
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（訂正後）

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（株）

    昭和44年４月 裁判官任官   
    昭和62年４月 東京地方裁判所部総括判事   
    平成３年12月 横浜地方裁判所部総括判事   
    平成８年４月 東京高等裁判所判事   
    平成10年12月 那覇地方裁判所所長   
    平成12年３月 東京高等裁判所部総括判事   

取締役 ― 北山　元章 昭和19年９月26日 平成17年１月 さいたま地方裁判所所長 (注)４ 600

（非常勤）    平成18年10月 福岡高等裁判所長官   
    平成19年５月 退官   
    平成20年４月 弁護士登録   
    平成20年４月 田辺総合法律事務所入所（現職）   
    平成21年４月 国土交通省中央建設工事紛争審査会委員   
    平成23年３月 協和発酵キリン㈱取締役   
    平成23年６月 最高裁判所医事関係訴訟委員会委員   
    平成24年６月 当社　取締役（現職）   
    昭和49年４月 警察庁入庁   
    平成13年９月 警視庁公安部長   
    平成15年８月 警察庁警備局審議官   
    平成16年６月 大阪府警察本部長   
    平成17年８月 警視庁副総監   

取締役 ― 米村　敏朗 昭和26年４月26日 平成18年７月 警察庁警備局長 (注)４ 1,300

（非常勤）    平成19年８月 警察庁官房長   
    平成20年８月 警視総監   
    平成22年１月 退官   
    平成23年６月 当社　監査役   
    平成23年12月 内閣危機管理監   
    平成26年２月 内閣官房参与   
    平成26年３月 退官   

    
平成26年３月 一般財団法人東京オリンピック・パラリ

ンピック競技大会組織委員会理事（現

職）

  

    
平成26年５月 ㈱セブン＆アイ・ホールディングス取締

役（現職）
  

    平成26年６月 当社　取締役（現職）   
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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】

(金融商品関係)

２．金融商品の時価等に関する事項

　（訂正前）

当連結会計年度（平成29年３月31日）

   (単位：千円)

 連結貸借対照表計上額 時価 差額

(7)長期借入金(※３)    

　　　変動金利の借入 292,818,750 292,818,750 ―

　　　固定金利の借入 161,469,781 161,810,650 1,340,869
 

 

　（訂正後）

当連結会計年度（平成29年３月31日）

   (単位：千円)

 連結貸借対照表計上額 時価 差額

(7)長期借入金(※３)    

　　　変動金利の借入 292,818,750 292,818,750 ―

　　　固定金利の借入 161,469,781 162,810,650 1,340,869
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