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１ 【上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)の訂正報告書の提出理由】 

平成16年９月29日付をもって提出した上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)の記載事項で、記

載内容の一部について訂正するため上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)の訂正報告書を提出す

るものであります。 

 

２ 【訂正事項】 

頁

第一部 【企業情報】………………………………………………………………………………………１ 

第４ 【提出会社の状況】………………………………………………………………………………１ 

１ 【株式等の状況】………………………………………………………………………………１ 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 …………………………………………………１ 

第６ 【提出会社の株式事務の概要】…………………………………………………………………３ 

第三部 【株式公開情報】…………………………………………………………………………………５ 

第２ 【第三者割当等の概況】…………………………………………………………………………５ 

２ 【取得者の概況】………………………………………………………………………………５ 

(9) 新株予約権 …………………………………………………………………………………５ 

第３ 【株主の状況】……………………………………………………………………………………６ 

 

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は   罫で示してあります。 
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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】 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

(訂正前) 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
 

(千円) 

資本金残高
 

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成12年３月７日 
(注)１ 

200 200 10,000 10,000 ― ―

平成12年３月20日 
(注)２ 

600 800 0 10,000 ― ―

平成12年３月23日 
(注)３ 

2,400 3,200 2 10,003 ― ―

平成12年３月25日 
(注)４ 

4,800 8,000 4 10,007 ― ―

平成12年３月31日 
(注)５ 

2,000 10,000 100,000 110,007 ― ―

平成12年８月26日 
(注)６ 

240 10,240 36,000 146,007 36,000 36,000

平成12年10月１日 
(注)７ 

150 10,390 22,500 168,507 22,500 58,500

平成12年12月12日 
(注)８ 

50 10,440 7,500 176,007 7,500 66,000

平成13年８月28日 
(注)９ 

108 10,548 18,900 194,907 18,900 84,900

平成13年９月29日 
(注)10 

95 10,643 16,625 211,532 16,625 101,525

平成13年10月24日 
(注)11 

35 10,678 6,125 217,657 6,125 107,650

平成14年３月１日 
(注)12 

380 11,058 66,500 284,157 66,500 174,150

平成14年３月29日 
(注)13 

514 11,572 89,950 374,107 89,950 264,100

平成14年４月27日 
(注)14 

80 11,652 14,000 388,107 14,000 278,100

平成14年６月29日 
(注)15 

110 11,762 19,250 407,357 19,250 297,350

平成14年12月27日 
(注)16 

185 11,947 37,000 444,357 37,000 334,350

平成15年１月28日 
(注)17 

35 11,982 7,000 451,357 7,000 341,350

平成15年２月28日 
(注)18 

104 12,086 20,800 472,157 20,800 362,150

平成15年３月27日 
(注)19 

63 12,149 12,600 484,757 12,600 374,750

平成15年10月31日 
(注)20 

24,298 36,447 ― 484,757 ― 374,750
  
(注) １ 設立発行価格 50,000円 

資本組入額  50,000円 
２ 有償株主割当(１：３) 

割当先 藤井 道子 
発行価格     1円 
資本組入額    1円 

３ 有償株主割当(１：３) 
割当先 藤井 道子 
発行価格     1円 
資本組入額    1円 

４ 有償株主割当(１：３) 
割当先 藤井 道子 
発行価格     1円 
資本組入額    1円 

 
 (略) 
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(訂正後) 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
 

(千円) 

資本金残高
 

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成12年３月７日 
(注)１ 

200 200 10,000 10,000 ― ―

平成12年３月20日 
(注)２ 

600 800 0 10,000 ― ―

平成12年３月23日 
(注)３ 

2,400 3,200 2 10,003 ― ―

平成12年３月25日 
(注)４ 

4,800 8,000 4 10,007 ― ―

平成12年３月31日 
(注)５ 

2,000 10,000 100,000 110,007 ― ―

平成12年８月26日 
(注)６ 

240 10,240 36,000 146,007 36,000 36,000

平成12年10月１日 
(注)７ 

150 10,390 22,500 168,507 22,500 58,500

平成12年12月12日 
(注)８ 

50 10,440 7,500 176,007 7,500 66,000

平成13年８月28日 
(注)９ 

108 10,548 18,900 194,907 18,900 84,900

平成13年９月29日 
(注)10 

95 10,643 16,625 211,532 16,625 101,525

平成13年10月24日 
(注)11 

35 10,678 6,125 217,657 6,125 107,650

平成14年３月１日 
(注)12 

380 11,058 66,500 284,157 66,500 174,150

平成14年３月29日 
(注)13 

514 11,572 89,950 374,107 89,950 264,100

平成14年４月27日 
(注)14 

80 11,652 14,000 388,107 14,000 278,100

平成14年６月29日 
(注)15 

110 11,762 19,250 407,357 19,250 297,350

平成14年12月27日 
(注)16 

185 11,947 37,000 444,357 37,000 334,350

平成15年１月28日 
(注)17 

35 11,982 7,000 451,357 7,000 341,350

平成15年２月28日 
(注)18 

104 12,086 20,800 472,157 20,800 362,150

平成15年３月27日 
(注)19 

63 12,149 12,600 484,757 12,600 374,750

平成15年10月31日 
(注)20 

24,298 36,447 ― 484,757 ― 374,750
  
(注) １ 設立発行価格 50,000円 

資本組入額  50,000円 
２ 有償株主割当(１：３) 

割当先 藤井 道子 
発行価格     1円 
資本組入額    1円 

３ 有償株主割当(１：３) 
割当先 藤井 道子 
発行価格     1円 
資本組入額    1円 

４ 有償株主割当(１：1.5) 
割当先 藤井 道子 
発行価格     1円 
資本組入額    1円 

  
(略) 
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

(訂正前) 

決算期 ３月31日 

定時株主総会 毎決算期の翌日から３ヶ月以内 

株主名簿閉鎖の期間 ― 

基準日 ９月30日 

株券の種類 １株券、10株券、100株券 

中間配当基準日 ９月30日 

１単元の株式数 ― 

株式の名義書換え  

  取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番２号 東京証券代行株式会社 本店 

  代理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番２号 東京証券代行株式会社 

  取次所 東京証券代行株式会社 営業所および各取次所 

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 無料 

端株の買取り  

  取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番２号 東京証券代行株式会社 本店 

  代理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番２号 東京証券代行株式会社 

  取次所 東京証券代行株式会社 営業所および各取次所 

  買取手数料 無料 (注)１ 

公告掲載新聞名 日本経済新聞 

株主に対する特典 該当事項はありません。 

(注) １ 端株の買取手数料は当社が株式会社名古屋証券取引所に上場された日から、「株式の売買の委託に係る

手数料相当額として別途定める金額」に変更されます。 

２ 端株制度の適用を受けておりますが、現在端株は生じておりません。 
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(訂正後) 

決算期 ３月31日 

定時株主総会 毎決算期の翌日から３ヶ月以内 

株主名簿閉鎖の期間 ― 

基準日 ３月31日 

株券の種類 １株券、10株券、100株券 

中間配当基準日 ９月30日 

１単元の株式数 ― 

株式の名義書換え  

  取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番２号 東京証券代行株式会社 本店 

  代理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番２号 東京証券代行株式会社 

  取次所 東京証券代行株式会社 営業所および各取次所 

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 無料 

端株の買取り  

  取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番２号 東京証券代行株式会社 本店 

  代理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番２号 東京証券代行株式会社 

  取次所 東京証券代行株式会社 営業所および各取次所 

  買取手数料 無料 (注)１ 

公告掲載新聞名 日本経済新聞 

株主に対する特典 該当事項はありません。 

(注) １ 端株の買取手数料は当社が株式会社名古屋証券取引所に上場された日から、「株式の売買の委託に係る

手数料相当額として別途定める金額」に変更されます。 

２ 端株制度の適用を受けておりますが、現在端株は生じておりません。 
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第三部 【株式公開情報】 

第２ 【第三者割当等の概況】 

２ 【取得者の概況】 

(9) 新株予約権③ 

(訂正前) 

 

取得者の氏名 
又は名称 

取得者の住所 
取得者の 
職業及び 

事業の内容等

割当株数 
(株) 

価格(単価) 
(円) 

取得者と 
提出会社との関係

吉川 正英 
東京都目黒区東が丘1-
5-17 

会社役員 36
4,800,024 
(133,334) 

特別利害関係者等
(当社取締役) 

三牧 幸代 
東京都千代田区二番町
5-5 

会社員 36
4,800,024 
(133,334) 

当社従業員 

中西 綾子 
東京都千代田区二番町
5-5 

会社員 9
1,200,006 
(133,334) 

当社従業員 

深谷 知世 
東京都千代田区二番町
5-5 

会社員 15
2,000,010 
(133,334) 

当社従業員 

関 奈津子 
東京都千代田区二番町
5-5 

会社員 6
800,004 
(133,334) 

当社従業員 

(注) 上記には退職に伴い新株予約権(ストックオプション)を喪失した2名の記載を省略しております。 

 

(訂正後) 

 

取得者の氏名 
又は名称 

取得者の住所 
取得者の 
職業及び 

事業の内容等

割当株数 
(株) 

価格(単価) 
(円) 

取得者と 
提出会社との関係

吉川 正英 
東京都目黒区東が丘1-
5-17 

会社役員 36
4,800,024 
(133,334) 

特別利害関係者等
(当社取締役) 

三牧 幸代 
東京都千代田区二番町
5-5 

会社員 36
4,800,024 
(133,334) 

当社従業員 

中西 綾子 
東京都千代田区二番町
5-5 

会社員 9
1,200,006 
(133,334) 

当社従業員 

深谷 知世 
東京都千代田区二番町
5-5 

会社員 15
2,000,010 
(133,334) 

当社従業員 

関 奈津子 
東京都千代田区二番町
5-5 

会社員 6
800,004 
(133,334) 

当社従業員 

(注) １ 上記には退職に伴い新株予約権(ストックオプション)を喪失した2名の記載を省略しております。 

２ 三牧幸代は、平成16年８月、佐々木幸代に改姓しております。 
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第３ 【株主の状況】 

(訂正前) 

 
 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

(株) 
株式総数に対する 

所有株式数の割合(％)
  
 
  

三牧 幸代       (注)10 東京都千代田区二番町5-5 
60
(36)

0.15
(0.12)

  
 
  

計 167名 
39,561
(3,114)

100.00
(7.87)

(注) １ 株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第３位を四捨五入しております。 

２ （ ）内は、平成15年３月31日臨時株主総会の決議に伴い、平成15年４月22日及び平成15年５月19日付

で発行した新株予約権並びに平成15年10月10日臨時株主総会の決議に伴い、平成15年11月９日付で発行

した新株予約権に基づく潜在株式及びその割合であり、内書であります。 

３ 上記株主には第１回新株予約権(ストックオプション)及び第３回新株予約権（ストックオプション）を

付与された従業員のうち、退社している17名が含まれております。なお、その17名が所有する新株予約

権168個(504株)に関しましては、割当契約に基づき、権利行使時に従業員であることの要件に該当して

おりませんので、行使は現状では行えません。 

４ 平成15年９月13日開催の取締役会決議により、平成15年10月31日付をもって株式分割(１：３)を行って

おります。 

５ 特別利害関係者等 (当社の代表取締役社長) <大株主上位10名> 

６ 特別利害関係者等 (大株主上位10名) 

７ 特別利害関係者等 (当社取締役) 

８ 子会社従業員 

９ 特別利害関係者等 (証券会社の人的資本的関係会社) 

10 当社従業員 

11 特別利害関係者等 (子会社代表取締役) 

12 特別利害関係者等 (子会社取締役) 

13 特別利害関係者等 (当社監査役) 

14 特別利害関係者等 (当社代表取締役社長の二親等内の血族) 
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(訂正後) 

 
 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

(株) 
株式総数に対する 

所有株式数の割合(％)
  
 
  

佐々木 幸代      (注)10 東京都千代田区二番町5-5 
60
(36)

0.15
(0.12)

  
 
  

計 167名 
39,561
(3,114)

100.00
(7.87)

(注) １ 株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第３位を四捨五入しております。 

２ （ ）内は、平成15年３月31日臨時株主総会の決議に伴い、平成15年４月22日及び平成15年５月19日付

で発行した新株予約権並びに平成15年10月10日臨時株主総会の決議に伴い、平成15年11月９日付で発行

した新株予約権に基づく潜在株式及びその割合であり、内書であります。 

３ 上記株主には第１回新株予約権(ストックオプション)及び第３回新株予約権（ストックオプション）を

付与された従業員のうち、退社している17名が含まれております。なお、その17名が所有する新株予約

権168個(504株)に関しましては、割当契約に基づき、権利行使時に従業員であることの要件に該当して

おりませんので、行使は現状では行えません。 

４ 平成15年９月13日開催の取締役会決議により、平成15年10月31日付をもって株式分割(１：３)を行って

おります。 

５ 特別利害関係者等 (当社の代表取締役社長) <大株主上位10名> 

６ 特別利害関係者等 (大株主上位10名) 

７ 特別利害関係者等 (当社取締役) 

８ 子会社従業員 

９ 特別利害関係者等 (証券会社の人的資本的関係会社) 

10 当社従業員 

11 特別利害関係者等 (子会社代表取締役) 

12 特別利害関係者等 (子会社取締役) 

13 特別利害関係者等 (当社監査役) 

14 特別利害関係者等 (当社代表取締役社長の二親等内の血族) 

 




