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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20年６月30日に提出いたしました第51期（自 平成19年４月1日 至 平成20年３月31日）有価証券報

告書の記載事項の一部に誤り及び追加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

　　　　１　株式等の状況

         (7)　議決権の状況

　　　　　①　発行済株式

　　　　　②　自己株式等

　　　　６　コーポレート・ガバナンスの状況

　

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】

１【株式等の状況】

(7)　【議決権の状況】

(訂正前)

 ①　【発行済株式】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成20年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 572,200

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

40,370,000
403,700 同上

単元未満株式 普通株式 11,300 ― 同上

発行済株式総数 40,953,500― ―

総株主の議決権 ― 403,700 ―

（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が71,700株(議決権717個)含ま

れております。

　

②　【自己株式等】

                                                                     平成20年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)
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(自己保有株式)
澤田ホールディングス㈱

東京都新宿区西新宿六丁目
８番１号住友不動産新宿オ
ークタワー

572,200 ― 572,200 1.39

計 ― 572,200 ― 572,200 1.39

　

(訂正後)

①　【発行済株式】

                                                                     平成20年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式 572,200
(子会社による保
有株式）
普通株式  208,500
(相互保有株式）
普通株式   61,800

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

40,099,700
400,997 同上

単元未満株式 普通株式 11,300 ― 同上

発行済株式総数 40,953,500― ―

総株主の議決権 ― 400,997 ―

（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が71,700株(議決権717個)含ま

れております。

　

②　【自己株式等】

                                                                     平成20年３月31日現在  

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
澤田ホールディングス㈱

東京都新宿区西新宿六丁目
８番１号住友不動産新宿オ
ークタワー

572,200 ― 572,200 1.39

(子会社による保有株式）
オリエント貿易㈱

東京都新宿区西新宿五丁目
３番２号インペリアル西新
宿ビル

208,500 ― 208,500 0.50

（相互保有株式）
㈱バリュークリエーション

東京都中央区銀座六丁目10
番16号パレ銀座ビル９階

61,800 ― 61,800 0.15

計 ― 842,500 ― 842,500 2.05

　

６　【コーポレート・ガバナンスの状況】

(訂正前)

① ～ ⑧　<省略>　

⑨(1)(2)　<省略>

　(3)　記載なし

⑩　<省略>
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(訂正後)

① ～ ⑧　<省略>

⑨(1)(2)　<省略>

(3) 自己の株式の取得

　当社は、機動的な資本政策を遂行できるように、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決

議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

⑩　<省略>
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