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平成 20 年 11 月 28 日 

各  位 

会 社 名：株式会社大阪証券取引所 

（コード : 8697 ヘラクレス スタンダード）      

代表者名：取締役社長  米田 道生 

問合せ先：  広 報 グ ル ー プ 

（ＴＥＬ：（０６）４７０６－０８００）  

 

 

（訂正）株式会社ジャスダック証券取引所株券に対する公開買付けに係る「公開買付開始公

告」及び「公開買付届出書」の訂正に関するお知らせ 

 

 

株式会社大阪証券取引所（以下「当社」又は「公開買付者」といいます。）は，株式会社ジ

ャスダック証券取引所（以下「対象者」といいます。）の普通株式の公開買付け（以下「本公

開買付け」といいます。）に関して，金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正

を含みます。以下「法」といいます。）第 27 条の７第１項に基づき，平成 20 年 11 月 19 日付

「公開買付開始公告」の内容を下記の通り訂正し，また、法第 27 条の８第１項に基づき，平

成 20 年 11 月 19 日付け「公開買付届出書」の内容を下記の通り訂正しましたので，お知らせ

いたします。 

なお，今回の訂正は公告日(平成 20 年 11 月 19 日)における公開買付者の資本金の額及び公

開買付者役員の公開買付者所有株式数の修正に伴うものであり，買付条件等に変更はござい

ません。 

また，平成 20 年 11 月 19 日付プレスリリース「株式会社ジャスダック証券取引所株券に対

する公開買付けの開始に関するお知らせ」につきましては，訂正事項はございません。 

 

記 

 

① 平成 20 年 11 月 19 日付「公開買付開始公告」の訂正の内容（訂正箇所には下線を付して

おります。） 

 

（訂正前） 

５．公開買付者である会社の目的、事業の内容及び資本金の額 

（３）資本金の額 4,723,000,000 円（平成 20 年 11 月 19 日現在） 
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（訂正後） 

５．公開買付者である会社の目的、事業の内容及び資本金の額 

（３）資本金の額 4,723,260,000 円（平成 20 年 11 月 19 日現在） 

 

 

 

② 平成 20 年 11 月 19 日付け「公開買付届出書」の訂正の内容（訂正箇所には下線を付して

おります。） 

 

第２ 【公開買付者の状況】 

１ 【会社の場合】 

(1) 【会社の概要】 

③ 【資本金の額及び発行済株式の総数】 

（訂正前） 

平成20年11月19日現在 

資本金の額 発行済株式の総数 

4,723,000,000円 270,000株

 

（訂正後） 

平成20年11月19日現在 

資本金の額 発行済株式の総数 

4,723,260,000円 270,000株
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⑤ 【役員の職歴及び所有株式の数】 

（訂正前） 

平成 20 年 11 月 19 日現在 

役名 職名 氏名 生年月日 職歴 所有株式数
（株） 

昭和 48年４月 日本銀行入行 
平成７年７月 同行秋田支店長 
平成 10年５月 同行札幌支店長 
平成 12年４月 大阪証券取引所常務理事 
平成 13年４月 当社常務取締役 
平成 14年 10月 当社専務取締役 
平成 15年 12月 当社代表取締役社長（現任） 
平成 16年６月 大阪証券金融（株）取締役 

取締役社長 
（代表取締役） ― 米 田 道 生 昭和 24年６月 14日

 大阪中小企業投資育成（株）取締役（現

任） 

40 

昭和 45年４月 大阪証券取引所入所 
平成 10年４月 大阪証券取引所人事部長 
平成 13年４月 当社執行役員 
平成 14年６月 当社取締役 
平成 14年 10月 当社常務取締役 

常務取締役 
（代表取締役） ― 小 島 茂 夫 昭和 22年 12月 11日

平成 16年６月 当社代表取締役常務取締役（現任） 

30 

昭和 46年７月 大蔵省入省 
昭和 62年７月 内閣官房内閣審議官 
平成元年６月 大蔵省証券局業務課投資管理室長 
平成３年６月 同省国際金融局国際資本課長 
平成７年５月 同省関税局総務課長 
平成８年７月 同省横浜税関長 
平成９年７月 国税庁長官官房国税審議官 
平成 12年７月 国際金融公社東京駐在特別代表 
平成 17年 10月 当社顧問 

常務取締役 ― 藤 倉 基 晴 昭和 22年８月 19日

平成 18年６月 当社常務取締役（現任） 

11 

昭和 49年４月 日本電信電話公社入社 
平成３年４月 エヌ・ティ・ティ・データ通信（株）金

融システム事業本部第一金融システム

事業部金融ネットワーク統括部長 

平成６年４月 同社同事業本部同事業部副事業部長 
平成８年４月 同社中国支社長 
平成 11年７月 同社購買部長 
平成 12年９月 同社情報ネットワークビジネス事業本

部カードビジネス事業部長 
平成 14年４月 （株）エヌ・ティ・ティ・データ・フィ

ット取締役 
平成 15年５月 （株）エヌ・ティ・ティ・データ中国テ

クシス代表取締役社長 
平成 18年４月 当社執行役員 
平成 18年６月 当社取締役 

常務取締役 ― 有 冨 和 利 昭和 22年 10月 29日

平成 20年６月 当社常務取締役（現任） 

７ 

昭和 34年４月 任検事 
平成２年 12月 神戸地方検察庁検事正 
平成４年６月 大阪地方検察庁検事正 
平成７年２月 高松高等検察庁検事長 
平成８年５月 大阪高等検察庁検事長 
平成 10年２月 
平成 12年７月 

弁護士登録（大阪弁護士会）（現任） 
大阪証券取引所公益代表理事 

取締役 ― 荒 川 洋 二 昭和 10年１月３日

平成 13年４月 当社取締役（現任） 

－ 
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役名 職名 氏名 生年月日 職歴 所有株式数
（株） 

昭和 39年４月 （株）大丸入社  
平成３年９月 （株）大丸オーストラリア代表取締役 
平成７年５月 （株）大丸取締役 
平成８年５月 同社代表取締役常務取締役 
平成９年３月 同社代表取締役社長 
平成 15年５月 同社代表取締役会長兼最高経営責任者 
平成 18年６月 当社取締役（現任） 

取締役 ― 奥 田  務 昭和 14年 10月 14日

平成 19年９月 Ｊ．フロントリテイリング（株）代表取締

役社長兼最高経営責任者（現任） 
（株）大丸代表取締役会長（現任） 

－ 

昭和 57年４月 （株）東京銀行入行 
昭和 63年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー東京支

社入社 
平成 16年４月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科教

授（現任） 

取締役 ― 川 本 裕 子 昭和 33年５月 31日

平成 16年６月 当社取締役（現任） 

－ 

昭和 35年４月 通商産業省入省 
昭和 53年 10月 執筆・評論活動開始 
平成 10年７月 国務大臣経済企画庁長官 
平成 12年 12月 内閣特別顧問 
平成 13年４月 当社取締役（現任） 
平成 14年４月 東京大学先端科学技術研究センター客員

教授 
平成 16年４月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科客

員教授 

取締役 ― 
堺 屋 太 一 
本名：池口小太

郎 
昭和 10年７月 13日

平成 18年４月 早稲田大学特命教授 

－ 

昭和 50年４月 野村證券（株）入社 
平成 10年６月 同社取締役 
平成 13年６月 同社常務取締役 
平成 15年６月
 

野村ホールディングス（株）執行役 
野村證券（株）常務執行役 

平成 17年４月 同社代表執行役専務執行役 
平成 17年６月 当社取締役（現任） 

取締役 ― 松 本  学 昭和 25年６月 19日

平成 20年４月 野村證券（株）顧問（現任） 

－ 

昭和 27年３月 光証券（株）入社 
昭和 52年 11月 同社取締役 
昭和 53年２月 同社常務取締役 
昭和 55年 11月 同社代表取締役副社長 
昭和 57年 11月 同社代表取締役社長 
平成 14年６月 当社取締役（現任） 
平成 15年６月 光証券（株）代表取締役会長（現任） 

取締役 ― 森 中   蕃 昭和９年 11月 29日

平成 16年７月 日本証券業協会大阪地区協会地区会長 

－ 
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役名 職名 氏名 生年月日 職歴 所有株式数
（株） 

昭和 42年４月 大蔵省入省 
平成３年７月 同省中国財務局理財部長 
平成５年７月 日本証券業協会常任理事心得 
平成７年７月 同協会常務理事 
平成 13年４月 当社専務取締役 
平成 14年６月 当社代表取締役専務取締役 
平成 14年 10月 当社代表取締役副社長 

監査役 
（常勤） ― 中 野   實 昭和 17年１月２日

平成 16年６月 当社常勤監査役（現任） 

14 

昭和 61年４月 司法研修所入所 
平成元年４月 弁護士登録（大阪弁護士会）（現任） 
平成 16年６月 当社補欠監査役 

監査役 ― 岩 城   裕 昭和 34年３月 12日

平成 19年４月 当社監査役（現任） 

－ 

昭和 37年４月 大蔵省入省 
平成２年６月 同省印刷局長 
平成３年６月 電源開発（株）常務取締役 
平成５年７月 日本証券業協会常務理事 
平成７年７月 同協会専務理事 
平成 10年６月 大阪証券金融（株）代表取締役社長 
平成 15年６月 当社監査役（現任） 
平成 19年６月 大阪証券金融（株）取締役相談役 

監査役 ― 大 津 隆 文 昭和 15年２月 12日

平成 20年６月 大阪証券金融（株）相談役（現任） 

－ 

計 102 

 

＜後略＞ 
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（訂正後） 

平成 20 年 11 月 19 日現在 

役名 職名 氏名 生年月日 職歴 所有株式数
（株） 

昭和 48年４月 日本銀行入行 
平成７年７月 同行秋田支店長 
平成 10年５月 同行札幌支店長 
平成 12年４月 大阪証券取引所常務理事 
平成 13年４月 当社常務取締役 
平成 14年 10月 当社専務取締役 
平成 15年 12月 当社代表取締役社長（現任） 
平成 16年６月 大阪証券金融（株）取締役 

取締役社長 
（代表取締役） ― 米 田 道 生 昭和 24年６月 14日

 大阪中小企業投資育成（株）取締役（現

任） 

45 

昭和 45年４月 大阪証券取引所入所 
平成 10年４月 大阪証券取引所人事部長 
平成 13年４月 当社執行役員 
平成 14年６月 当社取締役 
平成 14年 10月 当社常務取締役 

常務取締役 
（代表取締役） ― 小 島 茂 夫 昭和 22年 12月 11日

平成 16年６月 当社代表取締役常務取締役（現任） 

34 

昭和 46年７月 大蔵省入省 
昭和 62年７月 内閣官房内閣審議官 
平成元年６月 大蔵省証券局業務課投資管理室長 
平成３年６月 同省国際金融局国際資本課長 
平成７年５月 同省関税局総務課長 
平成８年７月 同省横浜税関長 
平成９年７月 国税庁長官官房国税審議官 
平成 12年７月 国際金融公社東京駐在特別代表 
平成 17年 10月 当社顧問 

常務取締役 ― 藤 倉 基 晴 昭和 22年８月 19日

平成 18年６月 当社常務取締役（現任） 

16 

昭和 49年４月 日本電信電話公社入社 
平成３年４月 エヌ・ティ・ティ・データ通信（株）金

融システム事業本部第一金融システム

事業部金融ネットワーク統括部長 

平成６年４月 同社同事業本部同事業部副事業部長 
平成８年４月 同社中国支社長 
平成 11年７月 同社購買部長 
平成 12年９月 同社情報ネットワークビジネス事業本

部カードビジネス事業部長 
平成 14年４月 （株）エヌ・ティ・ティ・データ・フィ

ット取締役 
平成 15年５月 （株）エヌ・ティ・ティ・データ中国テ

クシス代表取締役社長 
平成 18年４月 当社執行役員 
平成 18年６月 当社取締役 

常務取締役 ― 有 冨 和 利 昭和 22年 10月 29日

平成 20年６月 当社常務取締役（現任） 

10 

昭和 34年４月 任検事 
平成２年 12月 神戸地方検察庁検事正 
平成４年６月 大阪地方検察庁検事正 
平成７年２月 高松高等検察庁検事長 
平成８年５月 大阪高等検察庁検事長 
平成 10年２月 
平成 12年７月 

弁護士登録（大阪弁護士会）（現任） 
大阪証券取引所公益代表理事 

取締役 ― 荒 川 洋 二 昭和 10年１月３日

平成 13年４月 当社取締役（現任） 

－ 
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役名 職名 氏名 生年月日 職歴 所有株式数
（株） 

昭和 39年４月 （株）大丸入社  
平成３年９月 （株）大丸オーストラリア代表取締役 
平成７年５月 （株）大丸取締役 
平成８年５月 同社代表取締役常務取締役 
平成９年３月 同社代表取締役社長 
平成 15年５月 同社代表取締役会長兼最高経営責任者 
平成 18年６月 当社取締役（現任） 

取締役 ― 奥 田  務 昭和 14年 10月 14日

平成 19年９月 Ｊ．フロントリテイリング（株）代表取締

役社長兼最高経営責任者（現任） 
（株）大丸代表取締役会長（現任） 

－ 

昭和 57年４月 （株）東京銀行入行 
昭和 63年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー東京支

社入社 
平成 16年４月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科教

授（現任） 

取締役 ― 川 本 裕 子 昭和 33年５月 31日

平成 16年６月 当社取締役（現任） 

－ 

昭和 35年４月 通商産業省入省 
昭和 53年 10月 執筆・評論活動開始 
平成 10年７月 国務大臣経済企画庁長官 
平成 12年 12月 内閣特別顧問 
平成 13年４月 当社取締役（現任） 
平成 14年４月 東京大学先端科学技術研究センター客員

教授 
平成 16年４月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科客

員教授 

取締役 ― 
堺 屋 太 一 
本名：池口小太

郎 
昭和 10年７月 13日

平成 18年４月 早稲田大学特命教授 

－ 

昭和 50年４月 野村證券（株）入社 
平成 10年６月 同社取締役 
平成 13年６月 同社常務取締役 
平成 15年６月
 

野村ホールディングス（株）執行役 
野村證券（株）常務執行役 

平成 17年４月 同社代表執行役専務執行役 
平成 17年６月 当社取締役（現任） 

取締役 ― 松 本  学 昭和 25年６月 19日

平成 20年４月 野村證券（株）顧問（現任） 

－ 

昭和 27年３月 光証券（株）入社 
昭和 52年 11月 同社取締役 
昭和 53年２月 同社常務取締役 
昭和 55年 11月 同社代表取締役副社長 
昭和 57年 11月 同社代表取締役社長 
平成 14年６月 当社取締役（現任） 
平成 15年６月 光証券（株）代表取締役会長（現任） 

取締役 ― 森 中   蕃 昭和９年 11月 29日

平成 16年７月 日本証券業協会大阪地区協会地区会長 

－ 
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役名 職名 氏名 生年月日 職歴 所有株式数
（株） 

昭和 42年４月 大蔵省入省 
平成３年７月 同省中国財務局理財部長 
平成５年７月 日本証券業協会常任理事心得 
平成７年７月 同協会常務理事 
平成 13年４月 当社専務取締役 
平成 14年６月 当社代表取締役専務取締役 
平成 14年 10月 当社代表取締役副社長 

監査役 
（常勤） ― 中 野   實 昭和 17年１月２日

平成 16年６月 当社常勤監査役（現任） 

16 

昭和 61年４月 司法研修所入所 
平成元年４月 弁護士登録（大阪弁護士会）（現任） 
平成 16年６月 当社補欠監査役 

監査役 ― 岩 城   裕 昭和 34年３月 12日

平成 19年４月 当社監査役（現任） 

－ 

昭和 37年４月 大蔵省入省 
平成２年６月 同省印刷局長 
平成３年６月 電源開発（株）常務取締役 
平成５年７月 日本証券業協会常務理事 
平成７年７月 同協会専務理事 
平成 10年６月 大阪証券金融（株）代表取締役社長 
平成 15年６月 当社監査役（現任） 
平成 19年６月 大阪証券金融（株）取締役相談役 

監査役 ― 大 津 隆 文 昭和 15年２月 12日

平成 20年６月 大阪証券金融（株）相談役（現任） 

－ 

計 121 

 
＜後略＞ 

以  上 


