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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29日に提出いたしました第113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１ 企業の概況 

４ 関係会社の状況 

第４ 提出会社の状況 

１ 株式等の状況 

(6) 大株主の状況 

(7) 議決権の状況 

① 発行済株式 

② 自己株式等 

６ コーポレート・ガバナンスの状況等 

(1) コーポレート・ガバナンスの状況 

① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

 

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 

 

第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

４ 【関係会社の状況】 

 

（訂正前） 

＜途中省略＞ 

議決権の 

所有割合 名称 住所 
資本金 

(千円) 

主要な事業 

の内容 
所有割合(％)

関係内容 

(持分法適用関連会社)    

新立川航空機㈱   （注）３ 東京都立川市 551,443

一般機械器具

製造販売及び

不動産賃貸業

1.0

(1.0)
役員の兼任 ３ 名 

＜途中省略＞ 

(注) １ ＜省略＞ 

２ 当社が所有している新立川航空機㈱の株式については、会社法施行規則第67条の規定により議決

権がないため、所有割合の計算から除外しております。 

３ ＜省略＞ 

４ 「議決権の所有割合」欄の(内書)は、間接所有割合であります。 

 



（訂正後） 

＜途中省略＞ 

議決権の 

所有割合 名称 住所 
資本金 

(千円) 

主要な事業 

の内容 
所有割合(％)

関係内容 

(持分法適用関連会社)    

新立川航空機㈱   （注）３ 東京都立川市 551,443

一般機械器具

製造販売及び

不動産賃貸業

1.0

(1.0)

[33.0]

役員の兼任 ３ 名 

＜途中省略＞ 

(注) １ ＜省略＞ 

２ 当社が所有している新立川航空機㈱の株式については、会社法施行規則第67条の規定により議決

権が停止しているため、所有割合の計算から除外しております。 

３ ＜省略＞ 

４ 「議決権の所有割合」欄の(内書)は、間接所有割合であります。また、[ ]内は、緊密な者また

は同意している者の所有割合で外数となっております。 

 



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21年３月31日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
(千株) 

発行済株式 
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

新立川航空機株式会社 東京都立川市高松町１丁目100番地 5,966 42.61

株式会社ＩＨＩ 東京都江東区豊洲３丁目１番１号 1,403 10.02

立花証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目13番14号 1,294 9.24

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) 

東京都千代田区内幸町１丁目１番５号 
(中央区晴海１丁目８番12号 晴海アイラン
ドトリトンスクエアオフィスタワーＺ棟) 

625 4.47

ジェーピー モルガン チェー
ス バンク ３８５０９３ 
(常任代理人 株式会社みずほコ
ーポレート銀行兜町証券決済業
務室) 

125 LONDON WALL, LONDON, EC2Y 5AJ U.K. 
(東京都中央区日本橋兜町６丁目７番) 

486 3.47

アールビーシートラストコーケ
イマンオーストラスティーオブ
イーピーエル１ユーティー 
(常任代理人 立花証券株式会
社) 

24 SHEDDEN ROAD PO BOX 1586 GEORGE TOWN 
GRAND CAYMAN KY1-1110 CAYMAN ISLANDS 
(東京都中央区日本橋茅場町１丁目13番14号)

343 2.45

野村信託銀行株式会社(信託口) 東京都千代田区大手町２丁目２番２号 329 2.36

日本証券金融株式会社 東京都中央区茅場町１丁目２番10号 302 2.16

神戸道雄 兵庫県宝塚市 156 1.12

ザ チェース マンハッタン 
バンク エヌエイ ロンドン 
エス エル オムニバス アカ
ウント 
(常任代理人 株式会社みずほコ
ーポレート銀行兜町証券決済業
務室) 

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET LONDON 
EC2P 2HD, ENGLAND 
(東京都中央区日本橋兜町６丁目７番) 

147 1.05

計 ― 11,056 78.95

(注) １ シュローダー証券投信投資顧問株式会社より平成20年11月５日付で提出された大量保有の状況に関する

変更報告書において、平成20年10月31日現在の所有株式数は760,700株(株式所有割合5.43％)となる旨

の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認が出来ません

ので上記大株主の状況には含めておりません。 

なお、大量保有報告書で下記内容の報告を受けております。 

提出者及び共同保有者 
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(％)

シュローダー証券投信投資顧問株式会社 108,500 0.77

シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッ
ド 

652,200 4.66

計 760,700 5.43

 



２ エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディーより平成20年12月12

日付で提出された大量保有の状況に関する変更報告書において、平成20年12月８日現在の所有株式数は

1,842,800株(株式所有割合13.16％)となる旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在

における実質所有株式数の確認が出来ませんので上記大株主の状況には含めておりません。 

なお、大量保有報告書で下記内容の報告を受けております。 

提出者 
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(％)

エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー
エルティーディー 

1,842,800 13.16

計 1,842,800 13.16

 

（訂正後） 

平成21年３月31日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
(千株) 

発行済株式 
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

新立川航空機株式会社 ※ 東京都立川市高松町１丁目100番地 5,966 42.61

株式会社ＩＨＩ 東京都江東区豊洲３丁目１番１号 1,403 10.02

立花証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目13番14号 1,294 9.24

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) 

東京都千代田区内幸町１丁目１番５号 
(中央区晴海１丁目８番12号 晴海アイラン
ドトリトンスクエアオフィスタワーＺ棟) 

625 4.47

ジェーピー モルガン チェー
ス バンク ３８５０９３ 
(常任代理人 株式会社みずほコ
ーポレート銀行兜町証券決済業
務室) 

125 LONDON WALL, LONDON, EC2Y 5AJ U.K. 
(東京都中央区日本橋兜町６丁目７番) 

486 3.47

アールビーシートラストコーケ
イマンオーストラスティーオブ
イーピーエル１ユーティー 
(常任代理人 立花証券株式会
社) 

24 SHEDDEN ROAD PO BOX 1586 GEORGE TOWN 
GRAND CAYMAN KY1-1110 CAYMAN ISLANDS 
(東京都中央区日本橋茅場町１丁目13番14号)

343 2.45

野村信託銀行株式会社(信託口) 東京都千代田区大手町２丁目２番２号 329 2.36

日本証券金融株式会社 東京都中央区茅場町１丁目２番10号 302 2.16

神戸道雄 兵庫県宝塚市 156 1.12

ザ チェース マンハッタン 
バンク エヌエイ ロンドン 
エス エル オムニバス アカ
ウント 
(常任代理人 株式会社みずほコ
ーポレート銀行兜町証券決済業
務室) 

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET LONDON 
EC2P 2HD, ENGLAND 
(東京都中央区日本橋兜町６丁目７番) 

147 1.05

計 ― 11,056 78.95



(注) １ シュローダー証券投信投資顧問株式会社より平成20年11月５日付で提出された大量保有の状況に関する

変更報告書において、平成20年10月31日現在の所有株式数は760,700株(株式所有割合5.43％)となる旨

の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認が出来ません

ので上記大株主の状況には含めておりません。 

なお、大量保有報告書で下記内容の報告を受けております。 

提出者及び共同保有者 
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(％)

シュローダー証券投信投資顧問株式会社 108,500 0.77

シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッ
ド 

652,200 4.66

計 760,700 5.43

２ エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディーより平成20年12月12

日付で提出された大量保有の状況に関する変更報告書において、平成20年12月８日現在の所有株式数は

1,842,800株(株式所有割合13.16％)となる旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在

における実質所有株式数の確認が出来ませんので上記大株主の状況には含めておりません。 

なお、大量保有報告書で下記内容の報告を受けております。 

提出者 
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(％)

エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー
エルティーディー 

1,842,800 13.16

計 1,842,800 13.16

３ ※新立川航空機株式会社が所有している株式については、会社法施行規則第67条の規定により議決権が

停止しております。 

 

(7) 【議決権の状況】 

（訂正前） 

① 【発行済株式】 

平成21年３月31日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

(自己保有株式) 

普通株式 91,400
― 

株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式 

(相互保有株式) 
完全議決権株式(自己株式等) 

普通株式 146,300
― 同上 

完全議決権株式(その他) 普通株式 13,713,100 137,131 同上 

単元未満株式 普通株式 53,905 ― 同上 

発行済株式総数 14,004,705 ― ― 

総株主の議決権 ― 137,131 ― 

(注) 「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式50株及び立飛開発株式会社所有の相互保有株

式69株が含まれております。 
 



② 【自己株式等】 

平成21年３月31日現在 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数

(株) 

他人名義 
所有株式数

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式) 
立飛企業株式会社 

東京都立川市泉町841番地 91,400 ― 91,400 0.65

(相互保有株式) 
立飛開発株式会社 

東京都立川市泉町841番地 146,300 ― 146,300 1.04

計 ― 237,700 ― 237,700 1.69

(注) 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が、200株(議決権２個)あり、当

該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式に含まれております。 

 

（訂正後） 

① 【発行済株式】 

平成21年３月31日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

(自己保有株式) 

普通株式 91,400
― 

株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式 

(相互保有株式) 
完全議決権株式(自己株式等) 

普通株式 6,113,200
― 同上 

完全議決権株式(その他) 普通株式 7,746,200 77,462 同上 

単元未満株式 普通株式 53,905 ― 同上 

発行済株式総数 14,004,705 ― ― 

総株主の議決権 ― 77,462 ― 

 (注) 「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式50株、新立川航空機株式会社所有の相互保有

株式９株及び立飛開発株式会社所有の相互保有株式69株が含まれております。 
 

② 【自己株式等】 

平成21年３月31日現在 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数

(株) 

他人名義 
所有株式数

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式) 
立飛企業株式会社 

東京都立川市泉町841番地 91,400 ― 91,400 0.65

(相互保有株式) 

新立川航空機株式会社 
東京都立川市高松町 
１丁目100番地 

5,966,900 ― 5,966,900 42.61

立飛開発株式会社 東京都立川市泉町841番地 146,300 ― 146,300 1.04

計 ― 6,204,600 ― 6,204,600 44.30

(注) 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が、200株(議決権２個)あり、当

該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式に含まれております。 

 



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

（訂正前） 

イ～ホ ＜省略＞ 

ヘ．社外監査役との関係 

社外監査役につきましては、下表のとおりであります。 

新立川航空機株式会社は、当社の株式43.5％(平成21年３月31日現在の議決権所有割合)を所有

しており、同社は、当社と同じ不動産賃貸業を営んでおります。また、同社との間には軽微な取

引があります。株式会社ＩＨＩは、当社の株式10.2％(平成21年３月31日現在の議決権所有割合)

を所有しており、当社との間には取引関係はありません。 

なお、社外監査役個人が直接利害関係を有する取引はありません。 

社外監査役 

氏名 人的関係 

加 藤 正 就 新立川航空機株式会社 顧問 

伊 藤 恭 悟 新立川航空機株式会社 取締役・事業部門長兼技術部長 

吉 田   豊 
株式会社ＩＨＩ 理事 都市開発セクター長 

ISHIKAWAJIMA-HARIMA SUL-AMERICA LTDA Board Director 

 

（訂正後） 

イ～ホ ＜省略＞ 

ヘ．社外監査役との関係 

社外監査役につきましては、下表のとおりであります。 

新立川航空機株式会社は、当社の関連会社であり、同社は、当社と同じ不動産賃貸業を営んで

おります。また、同社との間には軽微な取引があります。株式会社ＩＨＩは、当社の主要株主で

あり、当社との間には取引関係はありません。 

なお、社外監査役個人が直接利害関係を有する取引はありません。 

社外監査役 

氏名 人的関係 

加 藤 正 就 新立川航空機株式会社 顧問 

伊 藤 恭 悟 新立川航空機株式会社 取締役・事業部門長兼技術部長 

吉 田   豊 
株式会社ＩＨＩ 理事 都市開発セクター長 

ISHIKAWAJIMA-HARIMA SUL-AMERICA LTDA Board Director 

 




