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平成 19 年 11 月 1 日 
各   位 

 
会 社 名 山 水 電 気 株 式 会 社  
代表者名 取締役社長 中道  武 
（コード番号 6793 東証・大証第 1部） 
問合せ先 取締役管理本部長 ﾊﾟｰｳﾞｪﾙ･ｺﾒﾝﾀﾞｰ 

（TEL 03－6418－0901） 
 
 

有価証券報告書等の訂正報告書提出に関するお知らせ 

 

平成 19 年 10 月 31 日付で、下記のとおり有価証券報告書及び半期報告書の訂正報告書を関東財務局

に提出いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．訂正した有価証券報告書及び半期報告書 

有価証券報告書（平成 13 年 12 月期～平成 16 年 12 月期 4 期分） 

半期報告書  （平成 14 年 12 月中間期～平成 17 年 12 月中間期 4 期分） 

 

２．訂正内容 

【株式等の状況】のうち【大株主の状況】の記載内容について別紙のとおり訂正を行いまし

た。 

なお、直近２期の有価証券報告書（平成 17 年 12 月期、平成 18 年 12 月期）および直近２期

の半期報告書（平成 18年 6 月期、平成 19 年 6 月期）の大株主の状況についても今回訂正報告

書を提出する予定でしたが、記載内容の調査が必要であったことなどから、今回は提出を見合

わせております。今後、ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド（以下「グランデ」と

いう。）と協議の上、事実確認を行い、同社の大量保有報告書等の提出を待って、その内容に

即した訂正を近く行う予定です。 

ただ、当該訂正後においても、証券取引所の少数特定者持株数比率に関する上場廃止基準に

は抵触しないと見込んでおります。 

  

３．訂正理由 

本年 8月 21 日、当社に対して、グランデから「当社が本年 6月末時点で連結子会社となって

いるので、連結財務諸表作成のためのワークシートを作成してほしい」旨の連絡がありました。 

しかし、当社は当時グランデないしその関連会社から受領していた大量保有報告書上、当社

がグランデの連結子会社となっているという認識を有しておらず、グランデ側に再調査を求め

ました。 

これまで当社は、当時の当社の顧問弁護士であり、グランデの本邦における常任代理人を兼

任しておりました弁護士（平成 12 年就任）が、同社グループの大量保有報告書及び変更報告書

（以下「大量保有報告書等」という。）を提出していたこと等から、大量保有報告等の記載が

同社グループの実質所有状況に合致するものと当社は判断していたため、有価証券報告書及び

半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）の大株主の状況の記載においては、大量保
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有報告書等のデータを大株主の所有株式数としていました。 

したがって、「大株主の状況」に株主名簿上の株主を記載し、大量保有報告書等の記載と大

幅に相違していても実質所有状況の確認ができない旨を大量保有報告書等の記載内容に注記す

るという取扱いはいたしておりませんでした。 

しかし、有価証券報告書等の記載においては、現行法上「会社が大量保有報告書等の写しの

送付を受けた場合（法第27条の30の11第4項の規定により送付したとみなされる場合を含む。）

であって、当該大量保有報告書等に記載された当該書類の提出者の株券等の保有状況が株主名

簿の記載内容と相違するときには、実質所有状況を確認して記載すること、なお、記載内容が

大幅に相違している場合であって実質所有状況の確認ができないときには、その旨及び大量保

有報告書等の記載内容を注記すること。」とされており、同弁護士が提出していた大量保有報

告書等の記載内容と本件に関して当社がグランデに要求し提供を受けた資料を比較したところ、

大きな齟齬がある可能性が明らかになったため、本件については、現行法の規定に即して、同

社グループから大量保有報告書等の写しが送付された場合であったものの「実質所有状況の確

認ができないとき」に該当すると判断するに至り、有価証券報告書等の訂正を行ったものであ

ります。 

なお、本訂正においても、当社株式につきまして、過去 4 年間（平成 13 年 12 月期～平成 16

年 12 月期）において証券取引所の少数特定者持株数比率に関する上場廃止基準に抵触しないと

見込んでおります。 

 

４．今後の見通し 

本件に関わる事実関係が明らかになり次第、直近 2期分の有価証券報告書等の訂正を行う予

定です。さらに調査結果次第では、以下の部分について、直近 2期分を含む平成 13 年 12 月期

までの平成 18 年 12 月期まで直近 6期分の有価証券報告書及び直近 2期分を含む平成 14年 12

月中間期から平成 19 年 12 月中間期までの直近 6期分の半期報告書の訂正を行う可能性があり

ます。 

 

有価証券報告書 

第一部 【企業情報】 

第 1   【企業の概況】 

３  事業の内容 

４  関係会社の状況 

第５  【経理の状況】 

１  連結財務諸表等 

関連当事者との取引 

半期報告書 

第一部 【企業情報】 

第 1   【企業の概況】 

２  事業の内容 

３  関係会社の状況 

 

なお、上記の調査結果によっては、「親会社の異動」及び「主要株主の異動」の過去の適時

開示に新たな訂正を要する箇所が生ずる可能性があることも付言いたします。 

調査の進捗状況及びその結果については適時適切に開示して参ります。 

以上 
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（別 紙） 

有価証券報告書  

第 65 期 (自 平成 13 年１月１日 至 平成 13 年 12 月 31 日) 

 

第４ 【提出会社の状況】 

 １ 【株式等の状況】 

(4) 大株主の状況 

（訂正前） 

平成13年12月31日現在 

氏名又は名称 住所 所有株式数 
発行済株式総数に対する

所有株式数の割合 

ハイテツク・プレシジヨン・プ
ロダクツ・リミテッド (注) 1 
（常任代理人 椿康雄） 

英国領ヴァージン諸島 
(東京都港区赤坂1丁目12番32号 アーク
森ビル30階) 

千株 

549,403 

％

 68.67

テイスコ・セキュリテイーズ・
ホンコン・エルテイーデイー 
（常任代理人 センチユリー証
券株式会社） 

香港特別行政区クイーンズウエイ 
（東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号）

10,000 1.25

オデツセイ・ジヤージー・リミ
テツド・パートナーシツプ・ネ
ンキンフクシジギヨウダングチ 
（常任代理人 株式会社東京三
菱銀行カストデイ業務部） 

英国領チャネル諸島 
（東京都千代田区丸の内2丁目7番1号） 
 

1,754 0.21

東洋信託銀行株式会社（信託勘
定Ａ口）     （注）2 

東京都千代田区丸の内1丁目4番3号 1,229 0.15

日本証券金融株式会社 
東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10
号 

1,200 0.15

みずほ信託銀行株式会社 
（信託Ｚ口） 

東京都中央区晴海1-8-12晴海アイランド
トリントンスクエアオフイスタワー 

1,155 0.14

村 上   毅 
東京都墨田区緑1丁目14-6 シテイポー
ト両国 1002号 

1,065 0.13

大 島 弘 行 大分県大野郡犬飼町犬飼49－１ 1,022 0.12

松 村   洋 京都府京都市左京区岩倉花園町541-99 1,000 0.12

中 島 久 芳 千葉県印旛郡富里町七栄646－748 1.000 0.12

計  568,828 71.10

（注）1 ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドは、当事業年度末で主要株主となっております。

また同社が保有する株式のうち100,021千株は平成13年11月29日付けでソランドラ・インベストメン

ト・リミテッドに譲渡されています。平成13年12月31日時点ではこの譲渡に関わる名義書換は未了であ

ります。この名義書換は平成14年3月18日に行われ、ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテ

ッドの保有する株式は449,382千株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は56.71％となりました。 

２ 東洋信託銀行株式会社は平成14年1月15日付でＵＦＪ信託銀行株式会社に行名変更されております。 
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（訂正後） 

平成13年12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(％)

ハイテツク・プレシジヨン・プ
ロダクツ・リミテッド (注) 1 
（常任代理人 椿康雄） 

英領ヴァージン諸島、トートラ、ロード
タウン、オフショア・インコーポレーシ
ョン・センター、私書箱957号 
(東京都港区赤坂1丁目12番32号 アーク
森ビル30階) 

 

549,403  68.67

テイスコ・セキュリテイーズ・
ホンコン・エルテイーデイー 
（常任代理人 センチユリー証
券株式会社） 

中国香港特別行政区、クイーンズウェイ
88、ツー パシフィックプレイス、12階、
1221-22 
（東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号）

10,000 1.25

オデツセイ・ジヤージー・リミ
テツド・パートナーシツプ・ネ
ンキンフクシジギヨウダングチ 
（常任代理人 株式会社東京三
菱銀行カストデイ業務部） 

英国領チャネル諸島、JE4 8Y0、ジャージ
ー、ヘリアー、バスストリート、レ・ガ
ライス、チャンバー,54 
（東京都千代田区丸の内2丁目7番1号） 
 

1,754 0.21

東洋信託銀行株式会社（信託勘
定Ａ口）     （注）2 

東京都千代田区丸の内1丁目4番3号 1,229 0.15

日本証券金融株式会社 
東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10
号 

1,200 0.15

みずほ信託銀行株式会社 
（信託Ｚ口） 
(常任代理人 資産管理サービ
ス信託銀行株式会社) 

東京都中央区八重洲1丁目2番1号 
(東京都中央区晴海1-8-12晴海アイラン
ドトリントンスクエアオフイスタワーＺ
棟) 

1,155 0.14

村 上   毅 
東京都墨田区緑1丁目14-6 シテイポー
ト両国 1002号 

1,065 0.13

大 島 弘 行 大分県大野郡犬飼町犬飼49－１ 1,022 0.12

松 村   洋 京都府京都市左京区岩倉花園町541-99 1,000 0.12

中 島 久 芳 千葉県印旛郡富里町七栄646－748 1.000 0.12

計  568,828 71.10

（注）1 ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドは、当事業年度末で親会社となっております。ま

た同社が保有する株式のうち100,021千株は平成13年11月29日付けでソランドラ・インベストメント・

リミテッドに譲渡されています。平成13年12月31日時点ではこの譲渡に関わる名義書換は未了でありま

す。この名義書換は平成14年3月18日に行われ、ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド

の保有する株式は449,382千株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は56.71％となりました。 

２ 東洋信託銀行株式会社は平成14年1月15日付でＵＦＪ信託銀行株式会社に行名変更されております。 

３ 証券保管振替機構名義の株式は4,267,000株であります。 
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半期報告書 

第 66 期中 (自 平成 14 年１月１日 至 平成 14 年６月 30 日) 

 

第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(4) 【大株主の状況】 

(訂正前) 

平成14年６月30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(％)

ハイテック・プレシジョン・プ
ロダクツ・リミテッド 
(常任代理人 椿 康雄) 

英国領ヴァージン諸島トートラ 
(東京都港区赤坂１丁目１２番３２号) 

449,382 56.17

ソランドラ・インベストメン
ツ・リミテッド 
(常任代理人 香港上海銀行 
東京支店) 

バハマ ナッソー 
(東京都中央区日本橋３丁目１１番１号)

100,021 12.50

赤井電機株式会社 東京都小平市鈴木町１丁目１５３番地 10,000 1.25

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町２丁目１１番３号 2,009 0.25

日本証券金融株式会社 
東京都中央区日本橋茅場町１丁目 
２番１０号 

1,936 0.24

UFJ信託銀行株式会社 
(信託勘定A口) 

東京都千代田区丸の内１丁目４番３号 1,859 0.23

みずほ信託銀行株式会社 
(信託Z口) 
(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 
(東京都中央区晴海１丁目８番１２号
晴海アイランドトリントンスクエアオフ
ィスタワーZ棟) 

1,477 0.18

福田 善一 千葉県野田市山崎２６２１－３ 1,385 0.17

資産管理サービス信託銀行 
株式会社（年金信託口） 

東京都中央区晴海１丁目８番１２号 1,081 0.13

村上 毅 東京都墨田区緑１丁目１４番６号 1,065 0.13

計 ― 570,215 71.27

(注) 1 上記のほか、証券保管振替機構名義の株式が 3,567千株あります。 

2  ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドは平成14年9月17日に保有する当社株式の一部を譲

渡したため、提出日現在（平成14年９月27日）では発行済株式総数に対する割合30.58％を保有する主要

筆頭株主となりました。 

又、平成14年９月25日付大量保有報告書によると、バリカン・インベストメンツ・コーポレーション

は、提出日現在（平成14年９月27日）において127,610,000 株（発行済株式総数に対する割合15.95％）

を保有する主要株主となりました。 
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(訂正後) 

平成14年６月30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(％)

ハイテック・プレシジョン・プ
ロダクツ・リミテッド 
(常任代理人 椿 康雄) 

英領ヴァージン諸島、トートラ、ロード
タウン、オフショア・インコーポレーシ
ョン・センター、私書箱957号 
(東京都港区赤坂１丁目１２番３２号) 

449,382 56.17

ソランドラ・インベストメン
ツ・リミテッド 
(常任代理人 香港上海銀行 
東京支店) 

バハマ ナッソー 4 ジョージアストリ
ート、マレーバハウス、エムビー・アン
ド・エイチ・コーポレート・サービシズ・
エルティーディー 
(東京都中央区日本橋３丁目１１番１号)

100,021 12.50

赤井電機株式会社 東京都小平市鈴木町１丁目１５３番地 10,000 1.25

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町２丁目１１番３号 2,009 0.25

日本証券金融株式会社 
東京都中央区日本橋茅場町１丁目 
２番１０号 

1,936 0.24

UFJ信託銀行株式会社 
(信託勘定A口) 

東京都千代田区丸の内１丁目４番３号 1,859 0.23

みずほ信託銀行株式会社 
(信託Z口) 
(常任代理人 資産管理サービ
ス信託銀行株式会社) 

東京都中央区八重洲１丁目２番１号 
(東京都中央区晴海１丁目８番１２号
晴海アイランドトリントンスクエアオフ
ィスタワーZ棟) 

1,477 0.18

福田 善一 千葉県野田市山崎２６２１－３ 1,385 0.17

資産管理サービス信託銀行 
株式会社（年金信託口） 

東京都中央区晴海１丁目８番１２号 1,081 0.13

村上 毅 東京都墨田区緑１丁目１４番６号 1,065 0.13

計 ― 570,215 71.27

(注) 1 上記のほか、証券保管振替機構名義の株式が 3,567千株あります。 

2 当中間期末より、ソランドラ・インベストメンツ・リミテッドが、新たに当社の主要株主となりました。 
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有価証券報告書  

第 66 期 (自 平成 14 年１月１日 至 平成 14 年 12 月 31 日) 

 
第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(5) 【大株主の状況】 

(訂正前) 

平成14年12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(％)

ハイテック・プレシジョン・プ
ロダクツ・リミテッド 
(常任代理人 椿康雄) 

英国領ヴァージン諸島トートラ 
(東京都港区赤坂1丁目12番32号) 

163,316 20.41

バリカン・インベストメンツ・ 
コーポレーション 
(常任代理人 椿康雄) 

英国領ヴァージン諸島トートラ 
(東京都港区赤坂1丁目12番32号) 

127,610 15.95

ソランドラ・インベストメン
ツ・リミテッド 
(常任代理人 香港上海銀行 
東京支店) 

バハマ諸島 ナッソー 
(東京都中央区日本橋3丁目11番1号) 

100,021 12.50

赤井電機株式会社 東京都小平市鈴木町1丁目153番地 10,000 1.25

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町2丁目11番3号 4,547 0.56

エイチエスビーシー・インター
ナショナル・トラスティー・リ
ミテッド・006 01118 001 
(常任代理人 香港上海銀行 
東京支店) 

英国領ヴァージン諸島トートラ 
(東京都中央区日本橋3丁目11番1号) 

3,474 0.43

ＵＦＪ信託銀行株式会社 
(信託勘定Ａ口) 

東京都千代田区丸の内1丁目4番3号 3,413 0.42

ソロモン・スミス・バーニー・
インク 
(常任代理人 日興ソロモンス
ミスバーニー証券会社 東京支
店) 

アメリカ合衆国 ニューヨーク 
(東京都港区赤坂5丁目2番20号 赤坂パ
ークビルヂング) 

3,025 0.37

みずほ信託銀行株式会社 
(信託Ｚ口) 
(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 
(東京都中央区晴海1丁目8番12号  
晴海アイランドトリントンスクエアーオ
フィスタワーZ棟) 

2,141 0.26

福田 善一 千葉県野田市山崎2621-3 1,385 0.17

計  418,932 52.32
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 (訂正後) 

平成14年12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(％)

ハイテック・プレシジョン・プ
ロダクツ・リミテッド 
(常任代理人 椿康雄) 

英領ヴァージン諸島、トートラ、ロード
タウン、オフショア・インコーポレーシ
ョン・センター 私書箱957号 
(東京都港区赤坂1丁目12番32号) 

432,048 54.00

ソランドラ・インベストメン
ツ・リミテッド 
(常任代理人 香港上海銀行 
東京支店) 

バハマ ナッソー 4 ジョージアストリ
ート、マレーバハウス、エムビー・アン
ド・エイチ・コーポレート・サービシズ・
エルティーディー 
(東京都中央区日本橋3丁目11番1号) 

100,021 12.50

赤井電機株式会社 東京都小平市鈴木町1丁目153番地 10,000 1.25

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町2丁目11番3号 4,547 0.56

エイチエスビーシー・インター
ナショナル・トラスティー・リ
ミテッド・006 011118 001 
(常任代理人 香港上海銀行 
東京支店) 

中国香港特別行政区、セントラル、クイ
ーンズロード、13  
(東京都中央区日本橋3丁目11番1号) 

3,474 0.43

ＵＦＪ信託銀行株式会社 
(信託勘定Ａ口) 

東京都千代田区丸の内1丁目4番3号 3,413 0.42

ソロモン・スミス・バーニー・
インク 
(常任代理人 日興ソロモンス
ミスバーニー証券会社 東京支
店) 

アメリカ合衆国ニューヨーク州、ニュー
ヨーク、グリーンウィッチストリート、
388  
(東京都港区赤坂5丁目2番20号 赤坂パ
ークビルヂング) 

3,025 0.37

みずほ信託銀行株式会社 
(信託Ｚ口) 
(常任代理人 資産管理サービ
ス信託銀行株式会社) 

東京都中央区八重洲1丁目2番1号 
(東京都中央区晴海1丁目8番12号  
晴海アイランドトリントンスクエアー 
オフィスタワーZ棟) 

2,141 0.26

福田 善一 千葉県野田市山崎2621-3 1,385 0.17

住友信託銀行株式会社(信託口) 
(常任代理人 日本トラステ
ィ・サービス信託銀行株式会社) 

大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号 
(東京都中央区日本橋本町4丁目11番5号)

1,365 0.17

計  561,419 70.17

(注) １.  証券保管振替機構名義の株式は 3,521,000 株であります。 
２. 上表及び（注）１の所有株式数は、株主名簿上の所有株式数により記載しております。但し、バリカ

ン・インベストメンツ・コーポレーションからは、証券取引法に基づき提出された大量保有報告書及

び変更報告書（以下、「大量保有報告書等」という。）により（報告義務発生日 平成14年9月17日）、

また、ハイテック･プレシジョン･プロダクツ･リミテッドからは、大量保有報告書等により（報告義務

発生日 平成14年10月17日）、下表のとおり、当社株式を保有している旨の報告を受けております。 

上表と下表を比較すれば一目瞭然ですが、大量保有報告書等の記載と株主名簿の記載は大幅に相違して

おり、バリカン・インベストメンツ・コーポレーション及びハイテック･プレシジョン･プロダクツ･リミ

テッドによる実質保有状況の確認ができませんので、この点を確認のうえ、大量保有報告書等の記載内

容を注記することといたしました。 

なお、大量保有報告書等の変更報告書の内容は以下のとおりであります。 
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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(％) 

バリカン・インベストメンツ・コー
ポレーション 
(常任代理人 椿 康雄） 

英領ヴァージン諸島、トートラ、
ロードタウン、トゥラピック・ア
イル・ビルディング、私書箱438号、
インシンガー・コーポレート・サ
ービセーズ・ビーヴィアイ・リミ
テッド事務所 
(東京都港区赤坂1丁目12番32号) 

127,610 15.95

ハイテック・プレシジョン・プロダ
クツ・リミテッド 
(常任代理人 椿 康雄） 

英領ヴァージン諸島、トートラ
ロードタウン、オフショア・イン
コーポレーション・センター、私
書箱957号 
(東京都港区赤坂1丁目12番32号) 

163,316 20.41
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半期報告書  

第 67 期中 (自 平成 15 年１月１日 至 平成 15 年６月 30 日) 

 
第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(4) 【大株主の状況】 

(訂正前) 

平成15年６月30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(％)

ハイテック・プレシジョン・プ
ロダクツ・リミテッド 
(常任代理人 椿 康雄) 

英国領ヴァージン諸島トートラ 
(東京都港区赤坂1丁目12番32号) 

426,316 40.11

バリカン・インベストメンツ・
コーポレーション 
(常任代理人 椿 康雄) 

英国領ヴァージン諸島トートラ 
(東京都港区赤坂1丁目12番32号) 

127,610 12.01

ソランドラ・インベストメン
ツ・リミテッド 
(常任代理人 香港上海銀行東
京支店) 

バハマ諸島ナッソー 
(東京都中央区日本橋3丁目11番1号) 

81,101 7.63

赤井電機株式会社 東京都渋谷区東2丁目23番3号 10,000 0.94

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町2丁目11番3号 7,074 0.67

ＵＦＪ信託銀行株式会社 
(信託勘定Ａ口) 

東京都千代田区丸の内1丁目4番3号 6,099 0.57

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 5,312 0.50

みずほ信託銀行株式会社 
(信託Ｚ口) 
(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 
(東京都中央区晴海1丁目8番12号 晴海
アイランドトリントンスクエアオフィス
タワーＺ棟) 

3,973 0.37

三菱信託銀行株式会社(信託口) 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 2,900 0.27

住友信託銀行株式会社 
(信託Ｂ口) 
(常任代理人 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 
(東京都中央区晴海1丁目8番11号) 

2,895 0.27

計 ― 673,280 63.34

(注) １ 上記のほか、証券保管振替機構名義の株式が 3,662千株あります。 
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(訂正後) 

平成15年６月30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(％)

ハイテック・プレシジョン・プ
ロダクツ・リミテッド 
(常任代理人 椿 康雄) 

英領ヴァージン諸島、トートラ、ロード
タウン、オフショア・インコーポレーシ
ョン・センター、私書箱957号 
(東京都港区赤坂1丁目12番32号) 

685,092 64.45

ソランドラ・インベストメン
ツ・リミテッド 
(常任代理人 香港上海銀行東
京支店) 

バハマ ナッソー 4 ジョージアストリ
ート、マレーバハウス、エムビー・アン
ド・エイチ・コーポレート・サービシズ・
エルティーディー 
(東京都中央区日本橋3丁目11番1号) 

81,101 7.63

赤井電機株式会社 東京都渋谷区東2丁目23番3号 10,000 0.94

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町2丁目11番3号 7,074 0.67

ＵＦＪ信託銀行株式会社 
(信託勘定Ａ口) 

東京都千代田区丸の内1丁目4番3号 6,099 0.57

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 5,312 0.50

みずほ信託銀行株式会社 
(信託Ｚ口) 
(常任代理人 資産管理サービ
ス信託銀行株式会社) 

東京都中央区八重洲1丁目2番1号 
(東京都中央区晴海1丁目8番12号 晴海
アイランドトリントンスクエアオフィス
タワーＺ棟) 

3,973 0.37

三菱信託銀行株式会社(信託口) 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 2,900 0.27

住友信託銀行株式会社 
(信託Ｂ口) 
(常任代理人 日本トラステ
ィ・サービス信託銀行株式会社) 

大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号 
(東京都中央区晴海1丁目8番11号) 

2,895 0.27

指定単受託者三井アセット信託
銀行株式会社１口 

東京都港区芝3丁目23番1号 2,796 0.26

計 ― 807,242 75.94

（注）１ 上記のほか、証券保管振替機構名義の株式が 3,662千株あります。 

（注）２ 前事業年度末現在主要株主であったソランドラ・インベストメンツ・リミテッドは、当中間期末では

主要株主ではなくなりました。 

（注）３  上表及び（注）１の所有株式数は、株主名簿上の所有株式数により記載しております。但し、バリカ

ン・インベストメンツ・コーポレーションからは、証券取引法に基づき提出された大量保有報告書及

び変更報告書（以下、「大量保有報告書等」という。）により（報告義務発生日 平成14年9月17日）、 

また、ハイテック･プレシジョン･プロダクツ･リミテッドからは、大量保有報告書等により（報告義務

発生日 平成15年6月4日）、下表のとおり、当社株式を保有している旨の報告を受けております。 

上表と下表を比較すれば一目瞭然ですが、大量保有報告書等の記載と株主名簿の記載は大幅に相違して

おり、バリカン・インベストメンツ・コーポレーション及びハイテック･プレシジョン･プロダクツ･リミ

テッドによる実質保有状況の確認ができませんので、この点を確認のうえ、大量保有報告書等の記載内

容を注記することといたしました。 
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なお、大量保有報告書等の内容は以下のとおりであります。 

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(％) 

バリカン・インベストメンツ・
コーポレーション 
(常任代理人 椿 康雄） 

英領ヴァージン諸島、トートラ、
ロードタウン、トゥラピック・ア
イル・ビルディング、私書箱438号、
インシンガー・コーポレート・サ
ービセーズ・ビーヴィアイ・リミ
テッド事務所 
 (東京都港区六本木6丁目10番1号
六本木ヒルズ森タワー34階) 

127,610 12.00

ハイテック・プレシジョン・プ
ロダクツ・リミテッド 
(常任代理人 椿 康雄） 

英領ヴァージン諸島、トートラ、
ロードタウン、オフショア・イン
コーポレーション・センター、私
書箱957号 
(東京都港区六本木6丁目10番1号 
六本木ヒルズ森タワー34階) 

426,316 40.10
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有価証券報告書  

第 67 期 (自 平成 15 年１月１日 至 平成 15 年 12 月 31 日) 

 
第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(5) 【大株主の状況】 

(訂正前) 

平成15年12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(％)

ハイテック・プレシジョン・プロ
ダクツ・リミテッド 
(常任代理人 椿康雄) 

英領バージン諸島トートラ 
(東京都港区六本木６丁目10番１号六
本木ヒルズ森タワー34階) 

426,316 40.10

バリカン・インベストメンツ・
コ ー ポ レ ー シ ョ
ン 
(常任代理人 椿康雄) 

英領バージン諸島トートラ 
(東京都港区六本木６丁目10番１号六
本木ヒルズ森タワー34階) 

127,610 12.00

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町2丁目11番3号 10,313 0.97

赤 井 電 機 株 式 会 社 東京都渋谷区東２丁目23番３号 10,000 0.94

日本証券金融株式会社 
東京都中央区日本橋茅場町 
1丁目２番10号 

7,566 0.71

モルガン・スタンレー・アンド・
カンパニー・インターナショナ
ル・リミテッド 
(常任代理人 モルガン・スタン
レー証券会社東京支店) 

東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３号 
(東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３号 
恵比寿ガーデンプレイスタワー) 

5,000 0.47

みずほ信託銀行株式会社 
(信託Ｚ口) 
(常任代理人 資産管理サービス
信 託 銀 行 株 式 会 社 ) 

東京都中央区八重洲１丁目２番１号 
(東京都中央区晴海1丁目8番12号  
晴海アイランドトリントンスクエアー
オフィスタワーZ棟) 

4,105 0.38

資 産 管 理 サ ー ビ ス 
信託銀行株式会社(信託B口) 

東京都中央区晴海1丁目8番12号  
晴海アイランドトリントンスクエアー
オフィスタワーZ棟 

3,588 0.33

住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 
(信託B口) 
(常任代理人 日本トラステイ・
サービス信託銀行株式会社) 

大阪府大阪市中央区 
北浜４丁目５番33号 
(東京都中央区晴海1丁目8番11号) 

3,048 0.28

三 菱 信 託 銀 行 株 式 会 社 
(信託口) 

東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 3,042 0.28

計   600,588 56.50
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(訂正後) 

平成15年12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(％)

ハイテック・プレシジョン・プロ
ダクツ・リミテッド 
(常任代理人 椿康雄) 

英領ヴァージン諸島、トートラ、ロー
ドタウン、オフショア・インコーポレ
ーション・センター、私書箱957号 
(東京都港区六本木６丁目10番１号六
本木ヒルズ森タワー34階) 

681,042 64.06

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町2丁目11番3号 10,313 0.97

赤 井 電 機 株 式 会
社 

東京都渋谷区東２丁目23番３号 10,000 0.94

日 本 証 券 金 融 株 式 会
社 

東京都中央区日本橋茅場町 
1丁目２番10号 

7,566 0.71

モルガン・スタンレー・アンド・
カンパニー・インターナショナ
ル・リミテッド 
(常任代理人 モルガン・スタン
レー証券会社東京支店) 

英国ロンドン市、カナリワーフ、カボ
ットスクウェア、25、E14、4QA 
(東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３号 
恵比寿ガーデンプレイスタワー) 

5,000 0.47

みずほ信託銀行株式会社 
(信託Ｚ口) 
(常任代理人 資産管理サービス
信 託 銀 行 株 式 会 社 ) 

東京都中央区八重洲１丁目２番１号 
(東京都中央区晴海1丁目8番12号  
晴海アイランドトリトンスクエアー 
オフィスタワーZ棟) 

4,105 0.38

資 産 管 理 サ ー ビ ス 
信託銀行株式会社(信託B口) 

東京都中央区晴海1丁目8番12号  
晴海アイランドトリトンスクエアー 
オフィスタワーZ棟 

3,588 0.33

住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 
(信託B口) 
(常任代理人 日本トラステイ・
サービス信託銀行株式会社) 

大阪府大阪市中央区 
北浜４丁目５番33号 
(東京都中央区晴海1丁目8番11号) 

3,048 0.28

三 菱 信 託 銀 行 株 式 会 社 
(信託口) 

東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 3,042 0.28

UFJ信託銀行株式会社 
(信託勘定A口) 

東京都千代田区丸の内１丁目４番３号 3,007 0.28

計   730,711 68.74

(注) 1.上表の所有株式数は、株主名簿上の所有株式数により記載しております。但し、バリカン・インベスト

メンツ・コーポレーションからは、証券取引法に基づき提出された大量保有報告書及び変更報告書（以

下、「大量保有報告書等」という。）により（報告義務発生日 平成14年9月17日）、また、ハイテック･

プレシジョン・プロダクツ・リミテッドからは、大量保有報告書等により（報告義務発生日 平成15年

6月4日）、下表のとおり、当社株式を保有している旨の報告を受けております。 

上表と下表を比較すれば一目瞭然ですが、大量保有報告書等の記載と株主名簿の記載は大幅に相違して

おり、バリカン・インベストメンツ・コーポレーション及びハイテック・プレシジョン・プロダクツ・

リミテッドによる実質保有状況の確認ができませんので、この点を確認のうえ、大量保有報告書等の記

載内容を注記することといたしました。 
なお、大量保有報告書等の内容は以下のとおりであります。 



 - 15 - 

 

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(％) 

バリカン・インベストメンツ・コー
ポレーション 
(常任代理人 椿 康雄） 

英領ヴァージン諸島、トートラ、
ロードタウン、トゥラピック・ア
イル・ビルディング、私書箱438号
インシンガー・コーポレート・サ
ービセーズ・ビーヴィアイ・リミ
テッド事務所 
(東京都港区六本木6丁目10番1号 
六本木ヒルズ森タワー34階) 

127,610 12.00

ハイテック・プレシジョン・プロダ
クツ・リミテッド 
(常任代理人 椿 康雄） 

英領ヴァージン諸島、トートラ、
ロードタウン、オフショア・イン
コーポレーション・センター、私
書箱957号 
(東京都港区六本木6丁目10番1号 
六本木ヒルズ森タワー34階) 

426,316 40.10
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半期報告書  

第 68 期中 (自 平成 16 年１月１日 至 平成 16 年６月 30 日) 

 
第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(4) 【大株主の状況】 

(訂正前) 

平成16年６月30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(％)

ハイテック・プレシジョン・プ
ロダクツ・リミテッド 
(常任代理人 椿 康雄) 

英国領ヴァージン諸島トートラ 
(東京都港区六本木6丁目10番1号  
六本木ヒルズ森タワー34階) 

426,316 40.10

バリカン・インベストメンツ・
コーポレーション 
(常任代理人 椿 康雄) 

英国領ヴァージン諸島トートラ 
(東京都港区六本木6丁目10番1号  
六本木ヒルズ森タワー34階) 

127,610 12.00

赤井電機株式会社 東京都渋谷区東2丁目23番3号 10,000 0.94

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町2丁目11番3号 8,254 0.78

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 7,673 0.72

みずほ信託銀行株式会社 
(信託Ｚ口) 
(常任代理人 資産管理サービ
ス信託銀行株式会社) 

東京都中央区八重洲1丁目2番1号 
(東京都中央区晴海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) 

4,072 0.38

資産管理サービス信託銀行株式
会社(信託Ｂ口) 

東京都中央区晴海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 

3,852 0.36

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海1丁目8番11号 3,788 0.36

三菱信託銀行株式会社(信託口) 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 3,025 0.29

三井アセット信託銀行株式会社 
(常任代理人 日本トラステ
ィ・サービス信託銀行株式会社) 

東京都港区芝3丁目23番1号 
(東京都中央区晴海1丁目8番11号) 

3,024 0.29

計 ― 597,614 56.22

(注) １ 上記のほか、証券保管振替機構名義の株式が 2,940千株あります。 
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(訂正後) 

平成16年６月30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(％)

ハイテック・プレシジョン・プ
ロダクツ・リミテッド 
(常任代理人 椿 康雄) 

英領ヴァージン諸島、トートラ、ロード
タウン、オフショア・インコーポレーシ
ョン・センター、私書箱957号 
(東京都港区六本木6丁目10番1号  
六本木ヒルズ森タワー34階) 

678,342 63.81

赤井電機株式会社 東京都渋谷区東2丁目23番3号 10,000 0.94

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町2丁目11番3号 8,254 0.78

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 7,673 0.72

みずほ信託銀行株式会社 
(信託Ｚ口) 
(常任代理人 資産管理サービ
ス信託銀行株式会社) 

東京都中央区八重洲1丁目2番1号 
(東京都中央区晴海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) 

4,072 0.38

資産管理サービス信託銀行株式
会社(信託Ｂ口) 

東京都中央区晴海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 

3,852 0.36

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海1丁目8番11号 3,788 0.36

三菱信託銀行株式会社(信託口) 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 3,025 0.29

三井アセット信託銀行株式会社 
(常任代理人 日本トラステ
ィ・サービス信託銀行株式会社) 

東京都港区芝3丁目23番1号 
(東京都中央区晴海1丁目8番11号) 

3,024 0.29

住友信託銀行株式会社 
(信託Ｂ口) 
(常任代理人 日本トラステ
ィ・サービス信託銀行株式会社) 

大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号 
(東京都中央区晴海1丁目8番11号) 

3,023 0.28

計 ― 725,053 68.21

(注) １ 上記のほか、証券保管振替機構名義の株式が 2,940千株あります。 

２  上表及び（注）１の所有株式数は、株主名簿上の所有株式数により記載しております。但し、バリカ

ン・インベストメンツ・コーポレーションからは、証券取引法に基づき提出された大量保有報告書及

び変更報告書（以下、「大量保有報告書等」という。）により(報告義務発生日 平成14年9月17日)、

また、ハイテック･プレシジョン・プロダクツ・リミテッドからは、大量保有報告書等により(報告義

務発生日 平成15年6月4日)、下表のとおり、当社株式を保有している旨の報告を受けております。 

上表と下表を比較すれば一目瞭然ですが、大量保有報告書等の記載と株主名簿の記載は大幅に相違して

おり、バリカン・インベストメンツ・コーポレーション及びハイテック・プレシジョン・プロダクツ・

リミテッドによる実質保有状況の確認ができませんので、この点を確認のうえ、大量保有報告書等の記

載内容を注記することといたしました。 

なお、大量保有報告書等の内容は以下のとおりであります。 
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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(％) 

バリカン・インベストメンツ・
コーポレーション 
(常任代理人 椿 康雄） 

英領ヴァージン諸島、トートラ、
ロードタウン、トゥラピック・ア
イル・ビルディング、私書箱438号、
インシンガー・コーポレート・サ
ービセーズ・ビーヴィアイ・リミ
テッド事務所 
(東京都港区六本木6丁目10番1号 
六本木ヒルズ森タワー34階) 

127,610 12.00

ハイテック・プレシジョン・プ
ロダクツ・リミテッド 
(常任代理人 椿 康雄） 

英領ヴァージン諸島、トートラ、
ロードタウン、オフショア・イン
コーポレーション・センター、私
書箱957号 
(東京都港区六本木6丁目10番1号 
六本木ヒルズ森タワー34階) 

426,316 40.10
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有価証券報告書  

第 68 期 (自 平成 16 年１月１日 至 平成 16 年 12 月 31 日) 

 
第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

 (5) 【大株主の状況】 

(訂正前) 

平成16年12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(％)

バリカン・インベストメンツ・コ
ーポレーション 
（常任代理人 椿康雄） 

英領バージン諸島トートラ 
(東京都港区六本木６丁目10番１号六本
木ヒルズ森タワー34階) 

272,380 25.62

ハイテック・プレシジョン・プロ
ダクツ・リミテッド 
（常任代理人 椿康雄） 

英領バージン諸島トートラ 
(東京都港区六本木６丁目10番１号六本
木ヒルズ森タワー34階) 

196,467 18.48

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 東京都中央区日本橋茅場町 
1丁目２番10号 

22,206 2.09

関  沢  賢  治 埼玉県越谷市蒲生4丁目4番27号 15,015 1.41

赤 井 電 機 株 式 会 社 東京都渋谷区東２丁目23番３号 10,000 0.94

ｴｲﾁｴｽﾋﾞｰｼｰ･ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ･ﾊﾞﾝｸ(ｽｲｽ) 
ｴｽ･ｴｰ ﾅﾂｿｰﾌﾞﾗﾝﾁ･ｸﾗｲｱﾝﾄ･ 
ﾌﾟﾚｯｼﾞﾄﾞ･ｽﾄｯｸ･ｱｶｳﾝﾄ 
（常任代理人  

香港上海銀行東京支店） 

中国香港特別行政区 
(東京都中央区日本橋3丁目11番1号) 

8,768 0.83

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町2丁目11番3号 8,306 0.78

みずほ信託銀行株式会社 
 (信託Ｚ口) 
（常任代理人 資産管理 
サービス信託銀行株式会社） 

東京都中央区八重洲１丁目２番１号 
(東京都中央区晴海1丁目8番12号  
晴海アイランドトリントンスクエアー
オフィスタワーZ棟) 

4,071 0.38

資 産 管 理 サ ー ビ ス 
信 託 銀 行 株 式 会 社 
(信託Ｂ口) 

東京都中央区晴海1丁目8番12号  
晴海アイランドトリントンスクエアー
オフィスタワーZ棟 

3,868 0.37

三 菱 信 託 銀 行 株 式 会 社 
(信託口) 

東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 3,048 0.29

計  544,129 51.19
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 (訂正後) 

平成16年12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(％)

ハイテック・プレシジョン・プロ
ダクツ・リミテッド 
（常任代理人 椿康雄） 

英領ヴァージン諸島、トートラ、ロード
タウン、オフショア・インコーポレーシ
ョン・センター、私書箱957号 
(東京都港区六本木６丁目10番１号六本
木ヒルズ森タワー34階) 

611,172 57.50

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 東京都中央区日本橋茅場町 
1丁目２番10号 

22,206 2.09

関  沢  賢  治 埼玉県越谷市蒲生4丁目4番27号 15,015 1.41

赤 井 電 機 株 式 会 社 東京都渋谷区東２丁目23番３号 10,000 0.94

ｴｲﾁｴｽﾋﾞｰｼｰ･ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ･ﾊﾞﾝｸ(ｽｲｽ) 
ｴｽ･ｴｰ･ ﾅﾂｿｰ･ﾌﾞﾗﾝﾁ･ｸﾗｲｱﾝﾄ･ 
ﾌﾟﾚｯｼﾞﾄﾞ･ｽﾄｯｸ･ｱｶｳﾝﾄ 
（常任代理人  

香港上海銀行東京支店） 

バハマ ナッソー、ワンベイ、ストリー
ト、センター・オブ・コマース、BP
N-4917 
(東京都中央区日本橋3丁目11番1号) 

8,768 0.83

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町2丁目11番3号 8,306 0.78

みずほ信託銀行株式会社 
 (信託Ｚ口) 
（常任代理人 資産管理 
サービス信託銀行株式会社） 

東京都中央区八重洲１丁目２番１号 
(東京都中央区晴海1丁目8番12号  
晴海アイランドトリトンスクエアー
オフィスタワーZ棟) 

4,071 0.38

資 産 管 理 サ ー ビ ス 
信 託 銀 行 株 式 会 社 
(信託Ｂ口) 

東京都中央区晴海1丁目8番12号  
晴海アイランドトリトンスクエアー
オフィスタワーZ棟 

3,868 0.37

三 菱 信 託 銀 行 株 式 会 社 
(信託口) 

東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 3,048 0.29

指定単受託者三井アセット信託
銀行株式会社１口 
(常任代理人 日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ
信託銀行株式会社) 

東京都港区芝3丁目23番1号 
 (東京都中央区晴海1丁目8番11号) 

3,024 0.28

計  689,478 64.86

(注) 1. 上表の所有株式数は、株主名簿上の所有株式数により記載しております。但し、バリカン・インベスト

メンツ・コーポレーションからは、証券取引法に基づき提出された大量保有報告書及び変更報告書（以

下、「大量保有報告書等」という。）により(報告義務発生日 平成16年9月30日)、また、ハイテック･プ

レシジョン･プロダクツ･リミテッドからは、大量保有報告書等により（報告義務発生日 平成16年11月

12日）、下表のとおり、当社株式を保有している旨の報告を受けております。 

上表と下表を比較すれば一目瞭然ですが、大量保有報告書等の記載と株主名簿の記載は大幅に相違してお

り、バリカン・インベストメンツ・コーポレーション及びハイテック･プレシジョン･プロダクツ･リミテッ

ドによる実質保有状況の確認ができませんので、この点を確認のうえ、大量保有報告書等の記載内容を注

記することといたしました。 

なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。 
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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(％) 

バリカン・インベストメンツ・コー
ポレーション 
(常任代理人 椿 康雄） 

英領ヴァージン諸島、トートラ、
ロードタウン、トゥラピック・ア
イル・ビルディング、私書箱438号
インシンガー・コーポレート・サ
ービセーズ・ビーヴィアイ・リミ
テッド事務所 
(東京都港区六本木6丁目10番1号 
六本木ヒルズ森タワー34階) 

272,380 25.62

ハイテック・プレシジョン・プロダ
クツ・リミテッド 
(常任代理人 椿 康雄） 

英領ヴァージン諸島、トートラ、
ロードタウン、オフショア・イン
コーポレーション・センター、私
書箱957号 
(東京都港区六本木6丁目10番1号 
六本木ヒルズ森タワー34階) 

196,467 18.48
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半期報告書  

第 69 期中 (自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年６月 30 日) 

 
第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

 (4) 【大株主の状況】 

(訂正前) 

平成17年６月30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(％)

バリカン・インベストメンツ・
コーポレーション 
(常任代理人 椿 康雄) 

英国領ヴァージン諸島トートラ 
(東京都港区六本木6丁目10番1号  
六本木ヒルズ森タワー34階) 

272,380 25.62

ハイテック・プレシジョン・プ
ロダクツ・リミテッド 
(常任代理人 椿 康雄) 

英国領ヴァージン諸島トートラ 
(東京都港区六本木6丁目10番1号  
六本木ヒルズ森タワー34階) 

196,467 18.48

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 14,932 1.40

赤井電機株式会社 東京都渋谷区東2丁目23番3号 10,000 0.94

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町2丁目11番3号 8,435 0.79

山口 義博 兵庫県姫路市御国野町国分寺746-23 5,020 0.47

みずほ信託銀行株式会社 
(信託Ｚ口) 
(常任代理人 資産管理サービ
ス信託銀行株式会社) 

東京都中央区八重洲1丁目2番1号 
(東京都中央区晴海1丁目8番12号 晴海
アイランドトリントンスクエアオフィス
タワーＺ棟) 

4,059 0.38

資産管理サービス信託銀行株式
会社(信託Ｂ口) 

東京都中央区晴海1丁目8番12号 晴海ア
イランドトリントンスクエアオフィスタ
ワーＺ棟 

3,888 0.36

三菱信託銀行株式会社(信託口) 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 3,075 0.28

住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 
（信託Ｂ口） 

東京都中央区晴海1丁目8番11号 3,048 0.28

計 ― 521,304 49.04
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(訂正後) 

平成17年６月30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(％)

ハイテック・プレシジョン・プ
ロダクツ・リミテッド 
(常任代理人 椿 康雄) 

英領ヴァージン諸島、トートラ、ロード
タウン、オフショア・インコーポレーシ
ョン・センター、私書箱957号 
(東京都港区六本木6丁目10番1号  
六本木ヒルズ森タワー34階) 

576,912 54.27

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 14,932 1.40

赤井電機株式会社 東京都渋谷区東2丁目23番3号 10,000 0.94

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町2丁目11番3号 8,435 0.79

山口 義博 兵庫県姫路市御国野町国分寺746-23 5,020 0.47

みずほ信託銀行株式会社 
(信託Ｚ口) 
(常任代理人 資産管理サービ
ス信託銀行株式会社) 

東京都中央区八重洲1丁目2番1号 
(東京都中央区晴海1丁目8番12号 晴海
アイランドトリントンスクエアオフィス
タワーＺ棟) 

4,059 0.38

資産管理サービス信託銀行株式
会社(信託Ｂ口) 

東京都中央区晴海1丁目8番12号 晴海ア
イランドトリントンスクエアオフィスタ
ワーＺ棟 

3,888 0.36

三菱信託銀行株式会社(信託口) 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 3,075 0.28

住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社  
（信託Ｂ口） 
(常任代理人 日本トラステ
ィ・サービス信託銀行株式会
社) 

大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号 
(東京都中央区晴海1丁目8番11号) 

3,048 0.28

指定単受託者三井アッセト信
託銀行株式会社１口 
(常任代理人 日本トラステ
ィ・サービス信託銀行株式会
社) 

東京都港区芝3丁目23番1号 
(東京都中央区晴海1丁目8番11号) 

3,016 0.28

計 ― 632,385 54.49

(注) １ 上表の所有株式数は、株主名簿上の所有株式数により記載しております。但し、バリカン・インベス

トメンツ・コーポレーションからは、証券取引法に基づき提出された大量保有報告書及び変更報告書

（以下、「大量保有報告書等」という。）により(報告義務発生日 平成16年9月30日)、ハイテック･プ

レシジョン・プロダクツ・リミテッドからは、大量保有報告書等により(報告義務発生日 平成16年

11月12日)、下表のとおり、当社株式を保有している旨の報告を受けております。 

上表と下表を比較すれば一目瞭然ですが、大量保有報告書等の記載と株主名簿の記載は大幅に相違して

おり、バリカン・インベストメンツ・コーポレーション及びハイテック・プレシジョン・プロダクツ・

リミテッドによる実質保有状況の確認ができませんので、この点を確認のうえ、大量保有報告書等の記

載内容を注記することといたしました。 

なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。 
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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(％) 

バリカン・インベストメンツ・
コーポレーション 
(常任代理人 椿 康雄） 

英領ヴァージン諸島、トートラ
ロードタウン、トゥラピック・ア
イル・ビルディング、私書箱438号、
インシンガー・コーポレート・サ
ービセーズ・ビーヴィアイ・リミ
テッド事務所 
(東京都港区六本木6丁目10番1号 
六本木ヒルズ森タワー34階) 

272,380 25.62

ハイテック・プレシジョン・プ
ロダクツ・リミテッド 
(常任代理人 椿 康雄） 

英領ヴァージン諸島、トートラ
ロードタウン、オフショア・イン
コーポレーション・センター、私
書箱957号 
(東京都港区六本木6丁目10番1号 
六本木ヒルズ森タワー34階) 

196,467 18.48

 


