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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21年６月25日に提出いたしました第10期（自 平成20年４月１日 至 平成21年３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由が生じましたので、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 

 

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 

 

第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

（訂正前） 

(1) 【株式の総数等】 

＜省略＞ 

② 【発行済株式】 

 

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成21年３月31日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成21年６月25日) 

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 1,417,994 
1,418,599 

(注)２ 
東京証券取引所 
(市場第一部) 

― 

第１種優先株式 25 25 ― (注)５ 

計 1,418,019 
1,418,624 

(注)２ 
― ― 

(注) １ 提出日現在の発行数には、平成21年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使

（旧商法に基づき発行された転換社債の転換請求権を含む。）により発行された株式数は、含まれてお

りません。 

   ２ 当社は、平成21年６月25日付でアッカを吸収合併しており、当該合併に伴い、同日付でアッカの株主に

対して当社普通株式を新たに発行しておりますが、この有価証券報告書提出日現在において、当該合併

に伴い新たに発行した普通株式の数を確認できていないため、上記「提出日現在発行数」には、含めて

おりません。 

  当該合併に伴い、当社が平成21年６月25日付で新たに発行した普通株式の総数は最大で29,486株であり

ます。 

   ３ 当社は、普通株式のほか、第１種優先株式を発行しております。  

当社は、資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行するこ

とを可能とするため、普通株式とは異なり、第１種優先株式については、法律上別段の定めがある場合

を除き、議決権を有しない旨定めております。  

なお、普通株式及び第１種優先株式のいずれについても、単元株式数は定めておりません。 

   ４ 当社は、会社法第322条第２項に規定する定款の定めを設けておりません。 

   ５ 第１種優先株式の内容は、次のとおりであります。 

＜省略＞ 
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 

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 
  

(百万円) 

資本金残高 
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 

(百万円) 

資本準備金 
残高 

(百万円) 

平成16年６月29日 
(注)１ 

― 257,464 ― 13,670 △11,938 2,292 

平成16年９月21日 
(注)２ 

1,034,956 1,292,420 ― 13,670 ― 2,292 

平成16年４月１日～ 
平成17年３月31日 

(注)３ 
12,905 1,305,325 200 13,871 200 2,492 

平成16年４月１日～ 
平成17年３月31日 

(注)４ 
59,615 1,364,940 1,373 15,244 1,373 3,866 

平成16年４月１日～ 
平成17年３月31日 

(注)５ 
― 1,364,940 ― 15,244 13 3,879 

平成17年４月１日～ 
平成18年３月31日 

(注)６ 
13,220 1,378,160 159 15,403 159 4,039 

平成17年４月１日～ 
平成18年３月31日 

(注)７ 
44,445 1,422,605 1,000 16,403 1,000 5,039 

平成17年４月１日～ 
平成18年３月31日 

(注)８ 
― 1,422,605 ― 16,403 10 5,049 

平成18年４月１日～ 
平成19年３月31日 

(注)９ 
10,920 1,433,525 131 16,534 131 5,180 

平成18年４月１日～ 
平成19年３月31日 

(注)10 
22,220 1,455,745 500 17,034 500 5,680 

平成18年４月１日～ 
平成19年３月31日 

(注)11 
― 1,455,745 ― 17,034 5 5,685 

平成19年４月１日～ 
平成20年３月31日 

(注)12 
5,565 1,461,310 67 17,101 67 5,751 

平成20年４月30日  
(注)13 

△44,741 1,416,569 ― 17,101 ― 5,751 

平成20年12月26日 
(注)14 

25 1,416,594 1,250 18,351 1,250 7,001 

平成20年４月１日～ 
平成21年３月31日 

(注)15 
1,425 1,418,019 17 18,368 17 7,019 

（注） １ 平成16年６月29日開催の定時株主総会の決議に基づき、資本準備金11,938百万円を取り崩し、同額を欠

損填補に充当したものであります。 

２ 平成16年６月29日開催の取締役会決議に基づき、平成16年９月21日に、平成16年７月31日の最終の株主

名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、所有株式を1株につき５株の割合をもって分

割いたしました。   

３ 新株予約権（ストックオプション）の権利行使 

４ 新株引受権付社債の新株引受権の権利行使 

５ （注）４の新株引受権付社債の新株引受権の権利行使に伴う、新株引受権の資本準備金組み入れ。 

６ 新株予約権（ストックオプション）の権利行使 

７ 新株引受権付社債の新株引受権の権利行使 

８ （注）７の新株引受権付社債の新株引受権の権利行使に伴う、新株引受権の資本準備金組み入れ。 
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９ 新株予約権（ストックオプション）の権利行使 

10 新株引受権付社債の新株引受権の権利行使 

11 （注）10の新株引受権付社債の新株引受権の権利行使に伴う、新株引受権の資本準備金組み入れ。 

12 新株予約権（ストックオプション）の権利行使 

13 平成20年４月17日付の取締役会決議に基づく自己株式の消却 

14 第三者割当による第１種優先株式の発行 

15 新株予約権（ストックオプション）の権利行使 

16 当社は、平成21年６月25日付でアッカを吸収合併しており、当該合併に伴い、同日付でアッカの株主に

対して当社普通株式を新たに発行し、発行済株式総数が増加しておりますが、この有価証券報告書提出

日現在において、当該合併に伴い増加した発行済株式総数を確認できておりません。 

当該合併に伴い、平成21年６月25日付で増加した発行済株式総数は、最大で29,486株であります。 

17 平成21年４月１日から平成21年５月31日までの間に、新株予約権（ストックオプション）の権利行使に

より、発行済株式数が605株、資本金が７百万円及び資本準備金が７百万円増加しております。 

18 平成16年６月29日開催の取締役会決議に基づく株式分割に伴い、新株予約権等の行使価格はそれぞれ調

整されました。 

＜省略＞ 
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（訂正後） 

(1) 【株式の総数等】 

＜省略＞ 

② 【発行済株式】 

 

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成21年３月31日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成21年６月25日) 

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 1,417,994 1,448,031 
東京証券取引所 
(市場第一部) 

― 

第１種優先株式 25 25 ― (注)４ 

計 1,418,019 1,448,056 ― ― 

(注) １ 提出日現在の発行数には、平成21年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使

（旧商法に基づき発行された転換社債の転換請求権を含む。）により発行された株式数は、含まれてお

りません。 

当社は、平成21年６月25日付でアッカを吸収合併しており、当該合併に伴い、同日付でアッカの株主に

対して当社普通株式を新たに29,432株発行しております。提出日現在の発行数には、当該株式数が含ま

れております。 

   ２ 当社は、普通株式のほか、第１種優先株式を発行しております。  

当社は、資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行するこ

とを可能とするため、普通株式とは異なり、第１種優先株式については、法律上別段の定めがある場合

を除き、議決権を有しない旨定めております。  

なお、普通株式及び第１種優先株式のいずれについても、単元株式数は定めておりません。 

   ３ 当社は、会社法第322条第２項に規定する定款の定めを設けておりません。 

   ４ 第１種優先株式の内容は、次のとおりであります。 

＜省略＞ 
  
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 

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 
  

(百万円) 

資本金残高 
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 

(百万円) 

資本準備金 
残高 

(百万円) 

平成16年６月29日 
(注)１ 

― 257,464 ― 13,670 △11,938 2,292 

平成16年９月21日 
(注)２ 

1,034,956 1,292,420 ― 13,670 ― 2,292 

平成16年４月１日～ 
平成17年３月31日 

(注)３ 
12,905 1,305,325 200 13,871 200 2,492 

平成16年４月１日～ 
平成17年３月31日 

(注)４ 
59,615 1,364,940 1,373 15,244 1,373 3,866 

平成16年４月１日～ 
平成17年３月31日 

(注)５ 
― 1,364,940 ― 15,244 13 3,879 

平成17年４月１日～ 
平成18年３月31日 

(注)６ 
13,220 1,378,160 159 15,403 159 4,039 

平成17年４月１日～ 
平成18年３月31日 

(注)７ 
44,445 1,422,605 1,000 16,403 1,000 5,039 

平成17年４月１日～ 
平成18年３月31日 

(注)８ 
― 1,422,605 ― 16,403 10 5,049 
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平成18年４月１日～ 
平成19年３月31日 

(注)９ 
10,920 1,433,525 131 16,534 131 5,180 

平成18年４月１日～ 
平成19年３月31日 

(注)10 
22,220 1,455,745 500 17,034 500 5,680 

平成18年４月１日～ 
平成19年３月31日 

(注)11 
― 1,455,745 ― 17,034 5 5,685 

平成19年４月１日～ 
平成20年３月31日 

(注)12 
5,565 1,461,310 67 17,101 67 5,751 

平成20年４月30日  
(注)13 

△44,741 1,416,569 ― 17,101 ― 5,751 

平成20年12月26日 
(注)14 

25 1,416,594 1,250 18,351 1,250 7,001 

平成20年４月１日～ 
平成21年３月31日 

(注)15 
1,425 1,418,019 17 18,368 17 7,019 

（注） １ 平成16年６月29日開催の定時株主総会の決議に基づき、資本準備金11,938百万円を取り崩し、同額を欠

損填補に充当したものであります。 

２ 平成16年６月29日開催の取締役会決議に基づき、平成16年９月21日に、平成16年７月31日の最終の株主

名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、所有株式を1株につき５株の割合をもって分

割いたしました。   

３ 新株予約権（ストックオプション）の権利行使 

４ 新株引受権付社債の新株引受権の権利行使 

５ （注）４の新株引受権付社債の新株引受権の権利行使に伴う、新株引受権の資本準備金組み入れ。 

６ 新株予約権（ストックオプション）の権利行使 

７ 新株引受権付社債の新株引受権の権利行使 

８ （注）７の新株引受権付社債の新株引受権の権利行使に伴う、新株引受権の資本準備金組み入れ。 

９ 新株予約権（ストックオプション）の権利行使 

10 新株引受権付社債の新株引受権の権利行使 

11 （注）10の新株引受権付社債の新株引受権の権利行使に伴う、新株引受権の資本準備金組み入れ。 

12 新株予約権（ストックオプション）の権利行使 

13 平成20年４月17日付の取締役会決議に基づく自己株式の消却 

14 第三者割当による第１種優先株式の発行 

15 新株予約権（ストックオプション）の権利行使 

16 当社は、平成21年６月25日付でアッカを吸収合併しており、当該合併に伴い、同日付でアッカの株主に

対して当社普通株式を新たに発行したことにより、発行済株式総数が29,432株増加しております。 

17 平成21年４月１日から平成21年５月31日までの間に、新株予約権（ストックオプション）の権利行使に

より、発行済株式数が605株、資本金が７百万円及び資本準備金が７百万円増加しております。 

18 平成16年６月29日開催の取締役会決議に基づく株式分割に伴い、新株予約権等の行使価格はそれぞれ調

整されました。 

＜省略＞ 

 




