
 

平成 21 年 6月 2 日 

各      位 

 

会 社 名  株 式 会 社 プ ラ コ ー 

代表者名  代表取締役専務（社長代行） 秦 範男 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード６３４７） 

問合せ先  経理部長          前島 均 

電話０４８－７９８－０２２２ 

 
 

訂正有価証券届出書の提出に関するお知らせ 
 
 
 当社は、平成 21 年 5 月 29 日提出の有価証券届出書の記載事項において、平成 21 年 6 月 2

日開催の取締役会にて、一部変更を決議したことと、さらに、訂正すべき事項があったため、本

日付で訂正届出書を関東財務局長に提出いたしましたのでお知らせいたします。 

 
1.【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】 

 平成 21 年 5 月 29 日に提出いたしました有価証券届出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届出書の訂正届出書を提出するものであります。 

 
2.【訂正事項】 

第一部 証券情報 

第１ 募集要項 

１ 新規発行株式 

２ 株式募集の方法及び条件 

(1)募集の方法 

第二部 企業情報 

第４ 提出会社の状況 

６ コーポレート・ガバナンスの状況 

(6)会計監査の状況 

第５ 経理の状況 

２ 財務諸表等 

(3)その他 

第７ 提出会社の参考情報 

２ その他の参考情報 
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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 【証券情報】 

第１ 【募集要項】 

１ 【新規発行株式】 

（訂正前） 

種類 発行数 内容 

普通株式 15,777,600株 
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない
当社における標準となる株式であります。 
なお、単元株式数は、1,000株となっております。 

(注) １ 平成21年５月29日（金）開催の取締役会決議によります。 

２ 振替機関の名称及び住所は以下のとおりであります。 

名称：株式会社証券保管振替機構 

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 

 
（訂正後） 

種類 発行数 内容 

普通株式 15,777,600株 
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない
当社における標準となる株式であります。 
なお、単元株式数は、1,000株となっております。 

(注) １ 平成21年５月29日（金）及び平成21年６月２日（火）開催の取締役会決議によります。 

２ 振替機関の名称及び住所は以下のとおりであります。 

名称：株式会社証券保管振替機構 

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 

 
２ 【株式募集の方法及び条件】 

(1)【募集の方法】 

（訂正前） 

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 15,777,600株 189,331,200 94,665,600

その他の者に対する割
当 

― ― ― 

一般募集 ― ― ― 

計（総発行株式） 15,777,600株 189,331,200 94,665,600

(注) １ 株主割当の方法によります。平成21年６月26日(金) 終の株主名簿および実質株主名簿に記載

または記録された株主に対し、その所有株式１株につき２株の割合をもって新株式を割り当て

ます。 

２ 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は会社法上の増加す

る資本金の額の総額であります。また、増加する資本準備金の額の総額は、94,665,600円であ

ります。 
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（訂正後） 

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 15,777,600株 189,331,200 94,665,600

その他の者に対する割
当 

― ― ― 

一般募集 ― ― ― 

計（総発行株式） 15,777,600株 189,331,200 94,665,600

(注) １ 株主割当の方法によります。平成21年６月30日(火) 終の株主名簿および実質株主名簿に記載

または記録された株主に対し、その所有株式１株につき２株の割合をもって新株式を割り当て

ます。 

２ 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は会社法上の増加す

る資本金の額の総額であります。また、増加する資本準備金の額の総額は、94,665,600円であ

ります。 
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第二部 【企業情報】 

第４ 【提出会社の状況】 

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(6) 会計監査の状況 

（訂正前） 

① 業務を執行した公認会計士の氏名及び所属監査法人名 

    石 井 友 二  (監査法人ブレインワーク) 監査年数 1年 

    小 林 正 敏  (監査法人ブレインワーク) 監査年数 1年 

② 監査業務に係る補助者の構成 

    公認会計士    5 名 

    その他      2 名 

 
（訂正後） 

① 業務を執行した公認会計士の氏名及び所属監査法人名 

    石 井 友 二  (監査法人ブレインワーク) 監査年数 1年 

    小 林 正 俊  (監査法人ブレインワーク) 監査年数 1年 

② 監査業務に係る補助者の構成 

    公認会計士    5 名 

    その他      2 名 
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第５ 【経理の状況】 

２ 【財務諸表等】 

(3)【その他】 

（重要な後発事象） 

（訂正前） 

第49期事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

（株主割当による新株式の発行） 

平成21年5月29日開催の当社取締役会において、株

主割当による新株式発行を行うことを決議いたし

ました。その概要は次のとおりであります。 
  
割当の方法 株主割当による。な

お、平成 21 年６月26
日 終の株主名簿に
記録された株主に対
し、その所有株式１株
につき２株の割合を
もって新株式を割り
当てる。 

株式の種類及び株式
数 

普通株式  
15,777,600 株 

発行価額 １株につき 12 円 
発行価額の総額 189,331,200 円 
資本組入額 １株につき 6 円 
申込期間 平成 21年７月 21日か

ら 
平成 21年７月 28日ま
で 

払込期日 平成 21 年８月３日 
配当起算日 平成 21 年４月１日 
資金の使途 新商品の開発費及び

運転資金に充当する。
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（訂正後） 

第49期事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

（株主割当による新株式の発行） 

平成21年5月29日及び平成21年6月2日開催の当社取

締役会において、株主割当による新株式発行を行う

ことを決議いたしました。その概要は次のとおりで

あります。 
  
割当の方法 株主割当による。な

お、平成 21 年６月30
日 終の株主名簿に
記録された株主に対
し、その所有株式１株
につき２株の割合を
もって新株式を割り
当てる。 

株式の種類及び株式
数 

普通株式  
15,777,600 株 

発行価額 １株につき 12 円 
発行価額の総額 189,331,200 円 
資本組入額 １株につき 6 円 
申込期間 平成 21年７月 21日か

ら 
平成 21年７月 28日ま
で 

払込期日 平成 21 年８月３日 
配当起算日 平成 21 年４月１日 
資金の使途 新商品の開発費及び

運転資金に充当する。
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第７ 【提出会社の参考情報】 

２ 【その他の参考情報】 

（訂正前） 

近事業年度の開始日から有価証券届出書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第47期(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

平成19年６月29日関東財務局長に提出 

(2) 有価証券報告書の訂正報告書 

平成19年６月29日関東財務局長に提出の事業年度第47期（自平成18年４月１日 至平成19

年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書         平成19年10月３日関

東財務局長に提出 

(3) 半期報告書 

事業年度 第48期中(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日) 

平成19年12月21日関東財務局長に提出 

(4) 臨時報告書 

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第

９号の２(会計監査人の選任)に基づく報告            平成20年５月20日関

東財務局長に提出 

(5) 半期報告書の訂正報告書 

平成18年12月25日関東財務局長に提出の事業年度第47期中（自平成18年４月１日 至平成

18年９月30日）半期報告書に係る訂正報告書           平成20年６月９日関

東財務局長に提出 

(6) 有価証券報告書の訂正報告書 

平成19年６月29日関東財務局長に提出の事業年度第47期（自平成18年４月１日 至平成19

年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書         平成20年６月９日関

東財務局長に提出 

(7) 半期報告書の訂正報告書 

平成19年12月21日関東財務局長に提出の事業年度第48期中（自 平成19年４月１日 至 平

成19年９月30日）半期報告書に係る訂正報告書          平成20年６月９日関

東財務局長に提出 

(8) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第48期(自平成19年４月１日 至平成20年３月31日) 

平成20年６月30日関東財務局長に提出 

(9) 半期報告書の訂正報告書 
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平成15年12月24日関東財務局長に提出の事業年度第44期中（自平成15年４月１日 至平成

15年９月30日）半期報告書に係る訂正報告書           平成20年９月26日関

東財務局長に提出 

(10)有価証券報告書の訂正報告書 

平成16年６月30日関東財務局長に提出の事業年度第44期(自平成15年４月１日 至平成16年

３月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書          平成20年９月26日関東

財務局長に提出 

(11)半期報告書の訂正報告書 

平成16年12月24日関東財務局長に提出の事業年度第45期中(自平成16年４月１日 至平成16

年３月31日)の半期報告書に係る訂正報告書            平成20年９月26日関

東財務局長に提出 

(12)有価証券報告書の訂正報告書 

平成17年６月30日関東財務局長に提出の事業年度第45期(自平成16年４月１日 至平成17年

３月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書          平成20年９月26日関東

財務局長に提出 

(13)半期報告書の訂正報告書 

平成18年12月25日関東財務局長に提出の事業年度第47期中(自平成18年４月１日 至平成19

年３月31日)の半期報告書に係る訂正報告書            平成20年９月26日関

東財務局長に提出 

(14)有価証券報告書の訂正報告書 

平成19年９月26日関東財務局長に提出の事業年度第47期(自平成18年４月１日 至平成19年

３月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書          平成20年９月26日関東

財務局長に提出 

(15)半期報告書の訂正報告書 

平成19年12月21日関東財務局長に提出の事業年度第48期中(自平成19年４月１日 至平成20

年３月31日)の半期報告書に係る訂正報告書            平成20年９月26日関

東財務局長に提出 

(16)有価証券報告書の訂正報告書 

平成20年９月26日関東財務局長に提出の事業年度第48期（自平成19年４月１日 至平成20

年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書         平成20年９月26日関東

財務局長に提出 

(17)四半期報告書及び確認書 

事業年度 第49期第1四半期（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

四半期報告書は、平成20年９月26日関東財務局長に提出 

確認書は、平成20年９月29日関東財務局長に提出 
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(18)半期報告書の訂正報告書 

平成17年12月26日関東財務局長に提出の事業年度第46期中(自平成17年４月１日 至平成17

年３月31日)の半期報告書に係る訂正報告書            平成20年９月29日関

東財務局長に提出 

(19)有価証券報告書の訂正報告書 

平成18年６月30日関東財務局長に提出の事業年度第46期(自平成17年４月１日 至平成18年

３月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書          平成20年９月29日関東

財務局長に提出 

(20)四半期報告書の訂正報告書 

平成20年９月26日関東財務局長に提出の事業年度第49期第1四半期（自平成20年４月１日 

至平成20年６月30日）の四半期報告書に係る訂正報告書      平成20年９月29日関東

財務局長に提出 

(21)四半期報告書及び確認書 

事業年度 第49期第2四半期（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日） 

平成20年11月13日関東財務局長に提出 

(22)四半期報告書及び確認書 

事業年度 第49期第3四半期（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

平成21年２月13日関東財務局長に提出 

(23)臨時報告書 

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第

９号（代表取締役の異動）に基づく報告             平成21年３月24日関東

財務局長に提出 

(24)臨時報告書の訂正報告書 

平成21年３月24日関東財務局長に提出の臨時報告書（代表取締役の異動）に係る訂正報告書 

平成21年３月25日関東財務局長に提出 

(25)有価証券報告書の訂正報告書 

平成20年６月29日関東財務局長に提出の事業年度第48期(自平成19年４月１日 至平成20年

３月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書          平成21年５月20日関東

財務局長に提出 

(26)確認書 

平成20年９月26日関東財務局長に提出の事業年度第49期第1四半期（自平成20年４月１日 

至平成20年６月30日）の四半期報告書に係る訂正報告書に係る確認書 平成21年５月20日関

東財務局長に提出 
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（訂正後） 

近事業年度の開始日から有価証券届出書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第47期(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

平成19年６月29日関東財務局長に提出 

(2) 有価証券報告書の訂正報告書 

平成19年６月29日関東財務局長に提出の事業年度第47期（自平成18年４月１日 至平成19

年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書         平成19年10月３日関

東財務局長に提出 

(3) 半期報告書 

事業年度 第48期中(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日) 

平成19年12月21日関東財務局長に提出 

(4) 臨時報告書 

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第

９号の２(会計監査人の選任)に基づく報告            平成20年５月20日関

東財務局長に提出 

(5) 半期報告書の訂正報告書 

平成18年12月25日関東財務局長に提出の事業年度第47期中（自平成18年４月１日 至平成

18年９月30日）半期報告書に係る訂正報告書           平成20年６月９日関

東財務局長に提出 

(6) 有価証券報告書の訂正報告書 

平成19年６月29日関東財務局長に提出の事業年度第47期（自平成18年４月１日 至平成19

年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書         平成20年６月９日関

東財務局長に提出 

(7) 半期報告書の訂正報告書 

平成19年12月21日関東財務局長に提出の事業年度第48期中（自 平成19年４月１日 至 平

成19年９月30日）半期報告書に係る訂正報告書          平成20年６月９日関

東財務局長に提出 

(8) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第48期(自平成19年４月１日 至平成20年３月31日) 

平成20年６月30日関東財務局長に提出 

(9) 半期報告書の訂正報告書 

平成15年12月24日関東財務局長に提出の事業年度第44期中（自平成15年４月１日 至平成

15年９月30日）半期報告書に係る訂正報告書           平成20年９月26日関

東財務局長に提出 
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(10)有価証券報告書の訂正報告書 

平成16年６月30日関東財務局長に提出の事業年度第44期(自平成15年４月１日 至平成16年

３月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書          平成20年９月26日関東

財務局長に提出 

(11)半期報告書の訂正報告書 

平成16年12月24日関東財務局長に提出の事業年度第45期中(自平成16年４月１日 至平成16

年９月30日)の半期報告書に係る訂正報告書            平成20年９月26日関

東財務局長に提出 

(12)有価証券報告書の訂正報告書 

平成17年６月30日関東財務局長に提出の事業年度第45期(自平成16年４月１日 至平成17年

３月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書          平成20年９月26日関東

財務局長に提出 

(13)半期報告書の訂正報告書 

平成18年12月25日関東財務局長に提出の事業年度第47期中(自平成18年４月１日 至平成18

年９月30日)の半期報告書に係る訂正報告書            平成20年９月26日関

東財務局長に提出 

(14)有価証券報告書の訂正報告書 

平成19年６月29日関東財務局長に提出の事業年度第47期(自平成18年４月１日 至平成19年

３月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書          平成20年９月26日関東

財務局長に提出 

(15)半期報告書の訂正報告書 

平成19年12月21日関東財務局長に提出の事業年度第48期中(自平成19年４月１日 至平成19

年９月30日)の半期報告書に係る訂正報告書            平成20年９月26日関

東財務局長に提出 

(16)有価証券報告書の訂正報告書 

平成20年６月30日関東財務局長に提出の事業年度第48期（自平成19年４月１日 至平成20

年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書         平成20年９月26日関東

財務局長に提出 

(17)四半期報告書及び確認書 

事業年度 第49期第1四半期（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

四半期報告書は、平成20年９月26日関東財務局長に提出 

確認書は、平成20年９月29日関東財務局長に提出 

(18)半期報告書の訂正報告書 

平成17年12月26日関東財務局長に提出の事業年度第46期中(自平成17年４月１日 至平成17

年９月30日)の半期報告書に係る訂正報告書            平成20年９月29日関

東財務局長に提出 
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(19)有価証券報告書の訂正報告書 

平成18年６月30日関東財務局長に提出の事業年度第46期(自平成17年４月１日 至平成18年

３月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書          平成20年９月29日関東

財務局長に提出 

(20)四半期報告書の訂正報告書 

平成20年９月26日関東財務局長に提出の事業年度第49期第1四半期（自平成20年４月１日 

至平成20年６月30日）の四半期報告書に係る訂正報告書      平成20年９月29日関東

財務局長に提出 

(21)四半期報告書及び確認書 

事業年度 第49期第2四半期（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日） 

平成20年11月13日関東財務局長に提出 

(22)四半期報告書及び確認書 

事業年度 第49期第3四半期（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

平成21年２月13日関東財務局長に提出 

(23)臨時報告書 

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第

９号（代表取締役の異動）に基づく報告             平成21年３月24日関東

財務局長に提出 

(24)臨時報告書の訂正報告書 

平成21年３月24日関東財務局長に提出の臨時報告書（代表取締役の異動）に係る訂正報告書 

平成21年３月25日関東財務局長に提出 

(25)有価証券報告書の訂正報告書 

平成20年６月30日関東財務局長に提出の事業年度第48期(自平成19年４月１日 至平成20年

３月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書          平成21年５月20日関東

財務局長に提出 

(26)確認書 

平成20年９月26日関東財務局長に提出の事業年度第49期第1四半期（自平成20年４月１日 

至平成20年６月30日）の四半期報告書に係る訂正報告書に係る確認書 平成21年５月20日関

東財務局長に提出 

 
 

以上 
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