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有価証券報告書の訂正報告書 
 
 

    １ 本書は有価証券報告書の訂正報告書を金融商品取引法第 27 条の 30 の２に規定す

る開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータに頁を付して出力・

印刷したものであります。 

    ２ 本書には、上記の方法により提出した有価証券報告書の訂正報告書と同時に提出し

た確認書を末尾に綴じ込んでおります。 
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平成22年６月25日に提出いたしました第138期（自 平成21年４月１日 至 平成22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。 

  

     g 提出会社の株式の保有状況 

    (2) 純投資目的以外の目的の投資株式のうち上場株式で重要なものの銘柄、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。 

  

    g 提出会社の株式の保有状況 

     (2) 純投資目的以外の目的の投資株式のうち上場株式で重要なものの銘柄、株式数、貸借  

             対照表計上額及び保有目的 

  

  (訂正前) 

１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

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

    (2) 具体的な施策

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】

    (2) 具体的な施策

銘柄 株式数 
（株）

貸借対照表計上額
（百万円） 保有目的

㈱京都銀行 628,030 540
金融取引にかかる取引先としての関係維持の
ため

㈱ナカニシ 34,000 331 営業上の取引関係の強化を図るため

㈱滋賀銀行 501,300 295
金融取引にかかる取引先としての関係維持の
ため

㈱トクヤマ 533,000 276 円滑な業務推進のため

日本新薬㈱ 244,000 258
類似業種企業として情報交換並びに関係維持
のため

大日本スクリーン製造㈱ 428,000 187 地元企業との関係維持のため

㈱中央倉庫 250,000 163 地元企業との関係維持のため

東洋テック㈱ 170,000 144 長期的に経営の安定化を図るため

住友信託銀行㈱ 177,948 97
金融取引にかかる取引先としての関係維持の
ため

小野薬品工業㈱ 22,400 93
類似業種企業として情報交換並びに関係維持
のため

－2－



  
    (訂正後) 

 
  

  

銘柄 株式数 
（株）

貸借対照表計上額
（百万円） 保有目的

㈱京都銀行 628,030 540
金融取引にかかる取引先としての関係維持の
ため

㈱ナカニシ 34,000 331 営業上の取引関係の強化を図るため

㈱滋賀銀行 501,300 295
金融取引にかかる取引先としての関係維持の
ため

㈱トクヤマ 533,000 276 円滑な業務推進のため

日本新薬㈱ 244,000 258
類似業種企業として情報交換並びに関係維持
のため

大日本スクリーン製造㈱ 428,000 187 地元企業との関係維持のため

㈱中央倉庫 250,000 163 地元企業との関係維持のため

東洋テック㈱ 170,000 144 長期的に経営の安定化を図るため

住友信託銀行㈱ 177,948 97
金融取引にかかる取引先としての関係維持の
ため

小野薬品工業㈱ 22,400 93
類似業種企業として情報交換並びに関係維持
のため

星和電機㈱ 231,000 82 地元企業との関係維持のため

㈱ファルコSDホールディン
グス

75,920 70
類似業種企業として情報交換並びに関係維持
のため

㈱たけびし 200,000 69 地元企業との関係維持のため

ワタベウェディング㈱ 55,600 57 地元企業との関係維持のため

㈱三井住友フィナンシャル
グループ

17,386 53
金融取引にかかる取引先としての関係維持の
ため
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【表紙】
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【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成22年９月10日

【会社名】 株式会社松風

【英訳名】 SHOFU INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 取締役社長  根 來 紀 行

【最高財務責任者の役職氏名】 －

【本店の所在の場所】 京都市東山区福稲上高松町11番地

【縦覧に供する場所】 株式会社松風 東京支社

 (東京都文京区湯島三丁目16番２号)

株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)



当社代表取締役取締役社長根來紀行は、当社の第138期(自 平成21年４月１日 至 平成22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】




