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筆頭株主並びに主要株主の異動に関するお知らせ 

 

 平成 18 年８月 18 日付で、当社の筆頭株主並びに主要株主に異動がありましたので、下記のとおり

お知らせいたします。 

記 

１． 筆頭株主の異動 

（1）異動が生じた経緯 

   当社の取締役会長である板垣 洋が、平成 18 年８月 18 日付で、新株予約権の権利行使をした

ことに伴い、以下のとおり、当社の筆頭株主に異動が生じたものであります。 

 

 （2）筆頭株主となった株主 

名 称 所在地 事業内容等 

板垣 洋 北海道札幌市 ― 

 

 （3）筆頭株主でなくなった株主 

名 称 所在地 事業内容等 

ｱﾙﾌｧﾄﾚﾝﾄﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 1 号投資事

業組合 業務執行組合員 

有限会社ｱﾛｰｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ横浜 

 取締役 山口 正 

横浜市中区元浜町三丁目 21 番 2号 有価証券投資事業等 

ｱﾙﾌｧﾄﾚﾝﾄﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 2 号投資事

業組合 業務執行組合員 

有限会社ｱﾛｰｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ横浜 

 取締役 山口 正 

横浜市中区元浜町三丁目 21 番 2号 有価証券投資事業等 

ｱﾙﾌｧﾄﾚﾝﾄﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 3 号投資事

業組合 業務執行組合員 

有限会社ｱﾛｰｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ横浜 

 取締役 山口 正 

横浜市中区元浜町三丁目 21 番 2号 有価証券投資事業等 
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（4）当該筆頭株主の所有株式数（議決権の数）および総株主の議決権の数に対する割合 

  ①板垣 洋 

 
議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の 

数に対する割合＊ 大株主順位 

異動前（平成 18 年６月 30 日現在）
6,852 個 

（   6,852 株） 
7.22％ 第４位 

異動後（平成 18 年８月 18 日現在）
11,652 個 

（   11,652 株） 
11.68％ 第１位 

  

  ②ｱﾙﾌｧﾄﾚﾝﾄﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 1 号投資事業組合 業務執行組合員  

有限会社ｱﾛｰｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ横浜 取締役 山口 正 

 
議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の 

数に対する割合＊ 大株主順位 

異動前（平成 18 年６月 30 日現在）
7,200 個 

（   7,200 株） 
7.58％ 第１位 

異動後（平成 18 年８月 18 日現在）
7,200 個 

（    7,200 株） 
7.22％ 第２位 

 

  ③ｱﾙﾌｧﾄﾚﾝﾄﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 2 号投資事業組合 業務執行組合員  

有限会社ｱﾛｰｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ横浜 取締役 山口 正 

 
議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の 

数に対する割合＊ 大株主順位 

異動前（平成 18 年６月 30 日現在）
7,200 個 

（   7,200 株） 
7.58％ 第１位 

異動後（平成 18 年８月 18 日現在）
7,200 個 

（    7,200 株） 
7.22％ 第２位 

 

  ④ｱﾙﾌｧﾄﾚﾝﾄﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 3 号投資事業組合 業務執行組合員  

有限会社ｱﾛｰｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ横浜 取締役 山口 正 

 
議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の 

数に対する割合＊ 大株主順位 

異動前（平成 18 年６月 30 日現在）
7,200 個 

（   7,200 株） 
7.58％ 第１位 

異動後（平成 18 年８月 18 日現在）
7,200 個 

（    7,200 株） 
7.22％ 第２位 

＊ 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数         －株 

   平成 18 年６月 30 日現在の発行済株式総数                 94,946 株 

＊ 異動日（平成 18 年８月 18 日）現在の発行済株式総数および議決権総数は、平成 18 年６月 30

日現在の総数に、今回の新株予約権権利行使により増加した株式数を加えた99,746株（99,746

個）としております。 
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２． 主要株主の異動 

（1）異動が生じた経緯 

   当社の取締役会長である板垣 洋が、平成 18 年８月 18 日付で、新株予約権の権利行使をした

ことに伴い、以下のとおり、当社の主要株主に異動が生じたものであります。 

 

（2）主要株主となった株主 

名 称 所在地 事業内容等 

板垣 洋 北海道札幌市 ― 

 

（3）当該主要株主の所有株式数（議決権の数）および総株主の議決権の数に対する割合 

 
議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の 

数に対する割合＊ 大株主順位 

異動前（平成 18 年６月 30 日現在）
6,852 個 

（   6,852 株） 
7.22％ 第４位 

異動後（平成 18 年８月 18 日現在）
11,652 個 

（   11,652 株） 
11.68％ 第１位 

＊ 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数         －株 

    平成 18 年６月 30 日現在の発行済株式総数                 94,946 株 

＊ 異動日（平成 18 年８月 18 日）現在の発行済株式総数および議決権総数は、平成 18 年６月 30

日現在の総数に、今回の新株予約権権利行使により増加した株式数を加えた99,746株（99,746

個）としております。 

 

 

３． 今後の見通し 

   今回の筆頭株主並びに主要株主の異動による影響はございません。 

以 上 
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