
2008 年９月 25 日 

株式会社アイ・エム・ジェイ 

東京都品川区西五反田 7-1-1 

代表取締役社長 樫野 孝人 

大証 ヘラクレス ( 4305 ) 

 

 

 

News Release 
 

有価証券報告書の訂正報告書提出について 
  

当社は、平成 18 年 12 月 25 日に提出いたしました第 11 期（自 平成 17 年 10 月１日 至 平成

18 年９月 30 日）の有価証券報告書、平成 19 年 12 月 25 日に提出いたしました第 12 期（自 平成

18 年 10 月１日 至 平成 19 年９月 30 日）の有価証券報告書及び、平成 20 年６月 17 日に提出い

たしました第 13 期（自 平成 19 年 10 月１日 至 平成 20 年３月 31 日）の有価証券報告書の記載

事項の一部に訂正及び追加を要する事項がありましたので、下記の通り、本日付けで訂正報告書を

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。 この訂正による、財務状態及び経営成

績への影響はありません。 

 

記 
１． 訂正事項 

 
(1) 第 11期有価証券報告書 
 第一部 【企業情報】 
   第４ 【提出会社の状況】 
      １ 【株式等の状況】 
   第５ 【経理の状況】 
      １ 【連結財務諸表等】 
 

(2) 第 12期有価証券報告書 
 第一部 【企業情報】 
   第４ 【提出会社の状況】 
      １ 【株式等の状況】 
      ３ 【配当政策】 
     ６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 
   第５ 【経理の状況】 
      １ 【連結財務諸表等】 

 

  (3) 第 13 期有価証券報告書 

第一部 【企業情報】 
  第４ 【提出会社の状況】 
     １ 【株式等の状況】 

      ６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 
   第５ 【経理の状況】 
      １ 【連結財務諸表等】 

 



 

２． 訂正箇所 

訂正箇所は、＿＿で示しております。 

 

(1) 第 11期有価証券報告書 
第一部 【企業情報】 
第４ 【提出会社の状況】 
１ 【株式等の状況】 
(7)【ストックオプション制度の内容】 
④ 第 4回 平成 15年 12月 25日定時株主総会において決議されたもの 
付与対象者の区分及び人数 

 
 （訂正前） 
 当社取締役 5名、当社監査役 2名、当社従業員 65名 及び 子会社取締役 15名 
 
 （訂正後） 
 当社取締役 5名、当社監査役 2名、当社従業員 66名 及び 子会社取締役 15名 
 
 
第５ 【経理の状況】 
１ 【連結財務諸表等】 
注記事項 
（ストック・オプション等関係） 
ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 
(1)ストック・オプションの内容 
 平成 15年ストック・オプション 
付与対象者の区分及び人数 

 
 （訂正前） 
 当社取締役 5名、当社監査役 2名、当社従業員 65名 及び 子会社取締役 15名 
 
 （訂正後） 
 当社取締役 5名、当社監査役 2名、当社従業員 66名 及び 子会社取締役 15名 
 



 

(2) 第 12期有価証券報告書 
 
第一部 【企業情報】 
第４ 【提出会社の状況】 
１ 【株式等の状況】 
(8)【ストックオプション制度の内容】 
④ 第 4回 平成 15年 12月 25日定時株主総会において決議されたもの 
付与対象者の区分及び人数 

 
 （訂正前） 
 当社取締役 5名、当社監査役 2名、当社従業員 65名 及び 子会社取締役 15名 
 
 （訂正後） 
 当社取締役 5名、当社監査役 2名、当社従業員 66名 及び 子会社取締役 15名 
 
 
３ 【配当政策】 
 
 （訂正前） 
 当社は、内部留保を充実させるため、過年度において利益配分を行っておりません。積極的な事業展

開並びに環境整備のための設備投資等に備え財務基盤の強化につとめる方針ですが、株主への利益還元

につきましては重要な経営課題として認識しており、業績や経営環境を総合的に勘案しつつ配当を検討

してまいります。 
 当社は、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。 
  
 （訂正後） 
 当社は、内部留保を充実させるため、過年度において利益配分を行っておりません。積極的な事業展

開並びに環境整備のための設備投資等に備え財務基盤の強化につとめる方針ですが、株主への利益還元

につきましては重要な経営課題として認識しており、業績や経営環境を総合的に勘案しつつ配当を検討

してまいります。 
 なお、当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としており,これらの剰
余金の配当の決定につきましては、会社法第 459条の規定に基づき、取締役会の決議により行うことが
できる旨を定款に定めております。 
  
 
 ６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 
  
 （訂正前） 
 （1）～（12）省略 
 
 （13）取締役の選任の決議要件 
    （省略）  
 
 （14）取締役の解任の決議要件 
    （省略） 
 
 （15）株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項 
    （省略） 
 
 （16）株主総会の特別決議要件 
    （省略） 
  
 （訂正後） 
 （1）～（12）省略 
  
 （13）取締役の定数 
   当社の取締役は３名以上とする旨を定款に定めております。 
  
 （14）取締役の選任の決議要件 
    （省略）  
 
 （15）取締役の解任の決議要件 
    （省略） 
 
 （16）株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項 
    （省略） 



 
 （17）株主総会の特別決議要件 
    （省略） 
 
 
第５ 【経理の状況】 
１ 【連結財務諸表等】 
注記事項 
（ストック・オプション等関係） 
前連結会計年度（自 平成 17年 10月 1日 至 平成 18年 9月 30日） 
ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 
(1)ストック・オプションの内容 
 平成 15年ストック・オプション 
付与対象者の区分及び人数 

 
 （訂正前） 
 当社取締役 5名、当社監査役 2名、当社従業員 65名 及び 子会社取締役 15名 
 
 （訂正後） 
 当社取締役 5名、当社監査役 2名、当社従業員 66名 及び 子会社取締役 15名 
 
 
当連結会計年度（自 平成 18年 10月 1日 至 平成 19年 9月 30日） 
２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 
(1)ストック・オプションの内容 
 平成 15年ストック・オプション 
付与対象者の区分及び人数 

 
 （訂正前） 
 当社取締役 5名、当社監査役 2名、当社従業員 65名 及び 子会社取締役 15名 
 
 （訂正後） 
 当社取締役 5名、当社監査役 2名、当社従業員 66名 及び 子会社取締役 15名 
 



 

(3)第 13期有価証券報告書 
 
第一部 【企業情報】 
第４ 【提出会社の状況】 
１ 【株式等の状況】 

(8)【ストックオプション制度の内容】 
④ 第 4回 平成 15年 12月 25日定時株主総会において決議されたもの 
付与対象者の区分及び人数 

 
 （訂正前） 
 当社取締役 5名、当社監査役 2名、当社従業員 65名 及び 子会社取締役 15名 
 
 （訂正後） 
 当社取締役 5名、当社監査役 2名、当社従業員 66名 及び 子会社取締役 15名 
 
 
６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 
 
（訂正前） 
 （1）～（12）省略 
  
 （13）取締役の選任の決議要件 
    （省略） 
 
 （14）取締役の解任の決議要件 
    （省略） 
 
 （15）株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項 
    （省略） 
 
 （16）株主総会の特別決議要件 
    （省略） 
  
 （訂正後） 
 （1）～（12）省略 
  
 （13）取締役の定数 
   当社の取締役は３名以上とする旨を定款に定めております。 
  
 （14）取締役の選任の決議要件 
    （省略） 
 
 （15）取締役の解任の決議要件 
    （省略） 
 
 （16）株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項 
    （省略） 
 
 （17）株主総会の特別決議要件 
    （省略） 

 
 
第５ 【経理の状況】 
１ 【連結財務諸表等】 
注記事項 
（ストック・オプション等関係） 
前連結会計年度（自 平成 17年 10月 1日 至 平成 18年 9月 30日） 
２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 
 (1)ストック・オプションの内容 
  平成 15年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
 
 （訂正前） 
 当社取締役 5名、当社監査役 2名、当社従業員 65名 及び 子会社取締役 15名 
 
 （訂正後） 



 当社取締役 5名、当社監査役 2名、当社従業員 66名 及び 子会社取締役 15名 
 
 
当連結会計年度（自 平成 18年 10月 1日 至 平成 19年 9月 30日） 
２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 
 (1)ストック・オプションの内容 
  平成 15年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
 
 （訂正前） 
 当社取締役 5名、当社監査役 2名、当社従業員 65名 及び 子会社取締役 15名 
 
 （訂正後） 
 当社取締役 5名、当社監査役 2名、当社従業員 66名 及び 子会社取締役 15名 
 

以上 

 

 

＜本件に関するお問合せ先＞ 

 
株式会社 アイ・エム・ジェイ http://www.imjp.co.jp/ 
取締役  執行役員  兼 CFO  堀口雄二   TEL： 03-5759-0840  e-mail：


