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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成24年４月13日に提出いたしました第19期第２四半期(自　平成23年12月１日　至　平成24年２月29日)四半

期報告書の記載事項の一部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、四半期報告書の訂正報告

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３　提出会社の状況

１　株式等の状況

(6) 大株主の状況

 

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３ 【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24年２月29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
（％）

小池　信三 神奈川県横浜市青葉区 12,946,800 68.44

ビ ー ビ ー エ イ チ ・

フ ォ ー ・ フ ィ デ リ

ティー・ロープライ

ス・ストック・ファン

ド

（常任代理人　株式会

社 三 菱 東 京 ＵＦＪ 銀

行）

82 Devonshire Street, Boston MA 02109360582

U.S.A.

（東京都千代田区丸の内２-７-１）

710,400 3.76

ノムラピービーノミ

ニーズ　テイーケーワ

ンリミテツド

（常任代理人　野村證

券株式会社）

1 Angel Lane, London, EC4R 3AB,

United Kingdom

（東京都中央区日本橋１-９-１）

650,400 3.44

野村信託銀行株式会社 東京都千代田区大手町２-２-２ 290,000 1.53

ドイチェ・バンク・

アーゲー・ロンドン・

ピービー・ノントリ

ティー・クライアン

ツ・613

（常任代理人　ドイツ

証券株式会社）

Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt Am Main,

Federal Republic of Germany

（東京都千代田区永田町２-11-１）

272,000 1.44

永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南２-10-60 255,200 1.35

稲村　淳哉 東京都中野区 225,300 1.19

鳥谷部　とき 青森県三戸郡五戸町 202,400 1.07

日本マスタートラスト

信託銀行株式会社
東京都港区浜松町２-11-３ 189,700 1.00

日本トラスティ・サー

ビス信託銀行株式会社
東京都中央区晴海１-８-11 160,300 0.85

計 － 15,902,500 84.06

（注）発行済株式総数に対する所有株式数の割合は自己株式（308株）を控除して計算しております。
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(訂正後)

 平成24年２月29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
（％）

小池　信三 神奈川県横浜市青葉区 13,521,500 71.48

ビ ー ビ ー エ イ チ ・

フ ォ ー ・ フ ィ デ リ

ティー・ロープライ

ス・ストック・ファン

ド

（常任代理人　株式会

社 三 菱 東 京 ＵＦＪ 銀

行）

82 Devonshire Street, Boston MA 02109360582

U.S.A.

（東京都千代田区丸の内２-７-１）

710,400 3.76

ノムラピービーノミ

ニーズ　テイーケーワ

ンリミテツド

（常任代理人　野村證

券株式会社）

1 Angel Lane, London, EC4R 3AB,

United Kingdom

（東京都中央区日本橋１-９-１）

650,400 3.44

野村信託銀行株式会社 東京都千代田区大手町２-２-２ 290,000 1.53

ドイチェ・バンク・

アーゲー・ロンドン・

ピービー・ノントリ

ティー・クライアン

ツ・613

（常任代理人　ドイツ

証券株式会社）

Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt Am Main,

Federal Republic of Germany

（東京都千代田区永田町２-11-１）

272,000 1.44

永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南２-10-60 255,200 1.35

日本マスタートラスト

信託銀行株式会社
東京都港区浜松町２-11-３ 189,700 1.00

日本トラスティ・サー

ビス信託銀行株式会社
東京都中央区晴海１-８-11 160,300 0.85

株式会社みずほ銀行

（常任代理人　資産管

理サービス信託銀行株

式会社）

東京都中央区晴海１-８-12 113,600 0.60

クレデイツト・スイ

ス・アーゲー・チユー

リツヒ

(常任代理人　株式会社

三菱東京ＵＦＪ銀行）

Uetlibergstrasse 231 P.O.BOX 600 CH-8070

Zurich Switzerland

（東京都千代田区丸の内２－７－１）

88,000 0.47

計 － 16,251,100 85.91

（注）発行済株式総数に対する所有株式数の割合は自己株式（308株）を控除して計算しております。
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