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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19年５月28日に提出いたしました第21期（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28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】

　　１ 【株式等の状況】

　　(6) 【大株主の状況】

　　５ 【役員の状況】

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。
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第一部 【企業情報】

第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(6) 【大株主の状況】

（訂正前）

平成19年２月28日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

原      將  昭 山口県下関市 9,693.80 7.56

原      南見江 山口県下関市 8,195.40 6.39

瓦  谷  暢  夫 山口県下関市 7,735.20 6.03

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口）

東京都港区浜松町二丁目11番３号 6,399.00 4.99

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番11号 4,063.00 3.17

モルガン・スタンレー・アンド・
カンパニー・インターナショナル
・リミテッド
（常任代理人　モルガン・スタン
レー証券株式会社　証券管理本部
オペレーション部門）

25　CABOT　SQUARE,　CANARY　WHARF,　LONDON　
E144QA　ENGLAND
（東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号　恵比寿
ガーデンプレイスタワー）

3,362.00 2.62

オカサン　アジア　クライアント
(常任代理人　岡三証券株式会社)

UNIT　NOS.4601-3 46F,THE CENTER 99 QUEEN'S
ROAD CENTRAL HONGKONG
（東京都中央区日本橋一丁目17番６号）

3,276.00 2.55

大阪証券金融株式会社 大阪府大阪市中央区北浜二丁目４番６号 2,490.00 1.94

原　　　　　孝 山口県下関市 1,987.80 1.55

バンク　オブ　ニューヨーク　ジー
シーエム　クライアント　アカウン
ツ　イー　アイエスジー
（常任代理人　株式会社三菱東京
UFJ銀行　決済事業部）

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON
EC4A 2BB,UNITED KINGDOM
（東京都千代田区丸の内二丁目７番１号）

1,985.00 1.55

計 ― 49,187.20 38.34

  (注)省略
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（訂正後）

平成19年２月28日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

原      將  昭 山口県下関市 9,467.80 7.38

原      南見江 山口県下関市 8,195.40 6.39

瓦  谷  暢  夫 山口県下関市 7,735.20 6.03

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口）

東京都港区浜松町二丁目11番３号 6,399.00 4.99

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番11号 4,063.00 3.17

モルガン・スタンレー・アンド・
カンパニー・インターナショナル
・リミテッド
（常任代理人　モルガン・スタン
レー証券株式会社　証券管理本部
オペレーション部門）

25　CABOT　SQUARE,　CANARY　WHARF,　LONDON　
E144QA　ENGLAND
（東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号　恵比寿
ガーデンプレイスタワー）

3,362.00 2.62

オカサン　アジア　クライアント
(常任代理人　岡三証券株式会社)

UNIT　NOS.4601-3 46F,THE CENTER 99 QUEEN'S
ROAD CENTRAL HONGKONG
（東京都中央区日本橋一丁目17番６号）

3,276.00 2.55

大阪証券金融株式会社 大阪府大阪市中央区北浜二丁目４番６号 2,490.00 1.94

原　　　　　孝 山口県下関市 1,987.80 1.55

バンク　オブ　ニューヨーク　ジー
シーエム　クライアント　アカウン
ツ　イー　アイエスジー
（常任代理人　株式会社三菱東京
UFJ銀行　決済事業部）

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON
EC4A 2BB,UNITED KINGDOM
（東京都千代田区丸の内二丁目７番１号）

1,985.00 1.55

計 ― 48,961.20 38.16

　(注)省略
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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)

代表取締役

社長

東京

本部長
原      將  昭 昭和26年５月25日生

昭和45年４月 積水ハウス株式会社入社

(注)3 9,693.8

昭和63年４月 有限会社原弘産(現在の株式会社原弘

産)入社、代表取締役社長

平成５年８月 当社代表取締役社長 (現職)

平成18年２月 株式会社ベツダイ代表取締役社長（現

任）

平成18年４月 株式会社原弘産ＰＦＩインヴェストメ

ント代表取締役社長（現任）

平成18年10月 井上投資株式会社代表取締役社長（現

任）

平成19年３月 当社東京本部長（現職）

（省略）

計 12,225.6

（注）省略

（訂正後）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役

社長

東京

本部長
原      將  昭 昭和26年５月25日生

昭和45年４月 積水ハウス株式会社入社

(注)39,467.80

昭和63年４月 有限会社原弘産(現在の株式会社原弘

産)入社、代表取締役社長

平成５年８月 当社代表取締役社長 (現職)

平成18年２月 株式会社ベツダイ代表取締役社長（現

任）

平成18年４月 株式会社原弘産ＰＦＩインヴェストメ

ント代表取締役社長（現任）

平成18年10月 井上投資株式会社代表取締役社長（現

任）

平成19年３月 当社東京本部長（現職）

（省略）

計 11,999,60

（注）省略
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