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【表紙】
 

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成27年７月10日 

【事業年度】 第99期（自  平成26年３月21日  至  平成27年３月20日） 

【会社名】 株式会社安川電機 

【英訳名】 YASKAWA Electric Corporation 

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長  津田  純嗣 

【本店の所在の場所】 北九州市八幡西区黒崎城石２番１号 

【電話番号】 093-645-8801 

【事務連絡者氏名】 人事総務部総務グループ長  目原  弘一 

【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸一丁目16番１号  ニューピア竹芝サウスタワー 

【電話番号】 03-5402-4564 

【事務連絡者氏名】 広報・IR部長  林田  歩 

【縦覧に供する場所】 株式会社安川電機東京支社 

（東京都港区海岸一丁目16番１号  ニューピア竹芝サウスタワー） 

株式会社安川電機大阪支店 

（大阪市北区堂島二丁目４番27号  新藤田ビル） 

株式会社安川電機中部支店 

（愛知県みよし市根浦町二丁目３番１号） 

株式会社安川電機九州支店 

（福岡市中央区天神一丁目６番８号 天神ツインビル） 

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） 

証券会員制法人福岡証券取引所 

（福岡市中央区天神二丁目14番２号） 

 

（注）  上記の九州支店は、金融商品取引法に規定する縦覧に供する場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、

縦覧に供する場所としております。



１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

 平成27年６月19日に提出いたしました第99期（自平成26年３月21日 至平成27年３月20日）有価証券報告書の一部に

訂正すべき事項があり、また添付書類のうち定款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、当該有価

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】

 有価証券報告書の訂正事項は以下のとおりです。また、訂正後の定款を新たに添付しております。

 

(1）１件目

第一部【企業情報】

第４【提出会社の状況】

５【役員の状況】

 

(2）２件目

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

(b）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

および保有目的

（当事業年度）

 

(3）３件目

添付資料 定款

 

３【訂正箇所】

 訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。

 

(1）１件目

 役員の任期は注記を参照する形で表示しておりましたが、注記の番号が誤っていたため、当該注記番号を修正する

ものです。

 また、監査等委員である取締役 小田昌彦氏の略歴が時系列に並んでいなかったため、当該略歴の順序を修正する

ものです。

 

  （訂正前） 

５【役員の状況】（氏名および修正箇所以外は省略） 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有 

株式数 
(百株) 

（省略） （省略） 津田  純嗣 （省略） （省略） (注)２ （省略） 

（省略） （省略） 宇佐見  昇 （省略） （省略） (注)２ （省略） 

（省略） （省略） 小笠原  浩 （省略） （省略） (注)２ （省略） 

（省略） （省略） 村上  周二 （省略） （省略） (注)２ （省略） 

（省略） （省略） 南  善勝 （省略） （省略） (注)２ （省略） 

（省略） （省略） 中山  裕二 （省略） （省略） (注)２ （省略） 

（省略）   小田  昌彦 （省略） 

 
平成26年６月 監査役［常勤］ 
昭和52年３月 当社入社 
平成27年６月 取締役 監査等委員（現任） 
 

(注)３ （省略） 

（省略）   野田 幸之輔 （省略） （省略） (注)３ （省略） 

（省略）   秋田  芳樹 （省略） （省略） (注)３ （省略） 

（省略）   辰巳  和正 （省略） （省略） (注)３ （省略） 

（省略）   田中  靖人 （省略） （省略） (注)３ （省略） 

計   （省略） （省略） （省略） 

（注）１～６ （省略） 
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  （訂正後） 

５【役員の状況】（氏名および修正箇所以外は省略） 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有 

株式数 
(百株) 

（省略） （省略） 津田  純嗣 （省略） （省略） (注)３ （省略） 

（省略） （省略） 宇佐見  昇 （省略） （省略） (注)３ （省略） 

（省略） （省略） 小笠原  浩 （省略） （省略） (注)３ （省略） 

（省略） （省略） 村上  周二 （省略） （省略） (注)３ （省略） 

（省略） （省略） 南  善勝 （省略） （省略） (注)３ （省略） 

（省略） （省略） 中山  裕二 （省略） （省略） (注)３ （省略） 

（省略）   小田  昌彦 （省略） 

 
昭和52年３月 当社入社 
平成26年６月 監査役［常勤］ 
平成27年６月 取締役 監査等委員（現任） 
 

(注)４ （省略） 

（省略）   野田 幸之輔 （省略） （省略） (注)４ （省略） 

（省略）   秋田  芳樹 （省略） （省略） (注)４ （省略） 

（省略）   辰巳  和正 （省略） （省略） (注)４ （省略） 

（省略）   田中  靖人 （省略） （省略） (注)４ （省略） 

計   （省略） （省略） （省略） 

（注）１～６ （省略） 

 

(2）２件目

 銘柄の表記の誤りを修正するものです。（修正箇所以外は省略）

（訂正前） （訂正後） 

銘柄 銘柄

三井住友トラスト・ホールディングス株式会 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

 

(3）３件目

 見出しの表記の誤りを修正するものです。（修正箇所以外は省略）

（訂正前） （訂正後） 

（社外取締役との責任限定契約） （取締役との責任限定契約）

第33条 （条文省略） 第33条 （条文省略）

 

以 上
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