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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24年11月28日に提出いたしました第19期(自　平成23年９月１日　至　平成24年８月31日)有価証券報告書

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、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) 所有者別状況

(7) 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) 【所有者別状況】

(訂正前)

平成24年８月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況

(株)

 

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

 

個人以外 個人  

株主数(人) － 8 18 61 23 3 3,528 3,641 －  

所有株式数
(単元)

－ 8,984 1,272 5,648 23,413 63 172,788 212,168 800  

所有株式数
の割合(％)

－ 4.23 0.60 2.66 11.04 0.03 81.44 100 ―  

（注）自己株式355株は、「個人その他」に３単元及び「単元未満株式の状況」に55株含めて記載しております。

 

(訂正後)

平成24年８月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況

(株)

 

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

 

個人以外 個人  

株主数(人) － 8 18 61 23 3 3,526 3,639 －  

所有株式数
(単元)

－ 8,984 1,272 5,648 23,413 63 172,788 212,168 800  

所有株式数
の割合(％)

－ 4.23 0.60 2.66 11.04 0.03 81.44 100 ―  

（注）自己株式355株は、「個人その他」に３単元及び「単元未満株式の状況」に55株含めて記載しております。
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(7) 【大株主の状況】

(訂正前)

平成24年８月31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 61.02  
ビ ー ビ ー エ イ チ ・

フ ォ ー ・ フ イ 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

40 Water Street, Boston MA 02109 U.S.A.

（東京都千代田区丸の内２-７-１）
961,500 4.53  

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 3.06  

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２-11-３ 274,300 1.29  

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 1.28  

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 1.20  
野村信託銀行株式会社 東京都千代田区大手町２-２-２ 250,000 1.17  
稲村　淳哉 東京都中野区 225,300 1.06  
鳥谷部　とき 青森県三戸郡五戸町 202,400 0.95  
井河　元広 東京都目黒区 158,600 0.74  

計 － 16,196,500 76.33  
（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（355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８月31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 63.72  
ビ ー ビ ー エ イ チ ・

フ ォ ー ・ フ イ 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

40 Water Street, Boston MA 02109 U.S.A.

（東京都千代田区丸の内２-７-１）
961,500 4.53  

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 3.06  

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２-11-３ 274,300 1.29  

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 1.28  

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 1.20  
野村信託銀行株式会社 東京都千代田区大手町２-２-２ 250,000 1.17  
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１-８-11 135,100 0.63  

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 0.53  

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 0.41  

計 － 16,521,600 77.86  
（注）１．発行済株式総数に対する所有株式数の割合は自己株式（355株）を控除して計算しております。

２．小池信三氏から写しの送付を受けた平成24年７月27日付変更報告書（平成26年５月19日付訂正報告書の訂正内容を
含みます。）によれば、信用取引合計18,700株（エイチ・エス証券株式会社　6,000株、カブドットコム証券株式会
社　12,700株）が存在しますが、上記大株主の状況では考慮しておりません。
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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
－ 小池　信三 昭和43年５月13日生

平成２年４月 武蔵野リハウス株式会社（現株

式会社三井リハウス東京）入社

（注）３ 12,946,800

平成５年９月 有限会社三栄コーポレーション

（現 当社）設立

代表取締役社長就任（現任）

平成11年６月 株式会社三建興産（注）１

取締役就任

平成15年９月 三絆地所株式会社

代表取締役就任

(省略)

 計  13,042,800

（注）１．株式会社三建興産は、平成15年４月７日に株式会社アトム興産に商号変更しております。また、同社

は、平成16年６月30日をもって、解散しております。

２．常勤監査役岡崎章及び土肥正文並びに監査役秋山法及び池内稚利は、会社法第２条第16号に定める社外

監査役であります。

３．平成23年11月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．平成21年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．平成22年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．平成23年11月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７．当社は、経営の迅速な意思決定と業務執行等の強化を図るため、平成24年９月１日より執行役員制度を

導入しております。平成24年11月28日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く）の構成は、

以下のとおりであります。

　　　執行役員　宮本宜一（首都圏第２営業本部長）

　　　執行役員　吉野　満（首都圏第３営業本部長）

　　　執行役員　青山志行（名古屋営業本部長兼名古屋支店長）
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(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
－ 小池　信三 昭和43年５月13日生

平成２年４月 武蔵野リハウス株式会社（現株

式会社三井リハウス東京）入社

（注）３ 13,521,500

平成５年９月 有限会社三栄コーポレーション

（現 当社）設立

代表取締役社長就任（現任）

平成11年６月 株式会社三建興産（注）１

取締役就任

平成15年９月 三絆地所株式会社

代表取締役就任

(省略)

 計  13,617,500

（注）１．株式会社三建興産は、平成15年４月７日に株式会社アトム興産に商号変更しております。また、同社

は、平成16年６月30日をもって、解散しております。

２．常勤監査役岡崎章及び土肥正文並びに監査役秋山法及び池内稚利は、会社法第２条第16号に定める社外

監査役であります。

３．平成23年11月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．平成21年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．平成22年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．平成23年11月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７．当社は、経営の迅速な意思決定と業務執行等の強化を図るため、平成24年９月１日より執行役員制度を

導入しております。平成24年11月28日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く）の構成は、

以下のとおりであります。

　　　執行役員　宮本宜一（首都圏第２営業本部長）

　　　執行役員　吉野　満（首都圏第３営業本部長）

　　　執行役員　青山志行（名古屋営業本部長兼名古屋支店長）

８．小池信三氏から写しの送付を受けた平成24年７月27日付変更報告書（平成26年５月19日付訂正報告書の

訂正内容を含みます。）によれば、信用取引合計18,700株（エイチ・エス証券株式会社　6,000株、カブ

ドットコム証券株式会社　12,700株）が存在しますが、上記役員の状況では考慮しておりません。
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