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１ 【上場申請のための有価証券報告書の訂正事項分の提出理由】 

平成24年10月５日付をもって提出した上場申請のための有価証券報告書の記載事項のうち、「第四

部 株式公開情報 第３ 株主の状況」の記載内容の一部を訂正するため、上場申請のための有価証

券報告書の訂正事項分を提出するものであります。 

 

２ 【訂正事項】 

頁

第四部 株式公開情報 ……………………………………………………………………………………１ 

第３ 株主の状況 ………………………………………………………………………………………１ 

 

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  罫で示してあります。 
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第四部 【株式公開情報】 

第３ 【株主の状況】 

(訂正前) 

 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

(株) 

株式総数に対
する所有株式数
の割合(％) 

井本 雅之 ※1、2 愛媛県今治市 658,900 78.85

ジャフコⅤ２共有投資事業有限
責任組合 
無限責任組合員 ㈱ジャフコ 
※1 

東京都千代田大手町１丁目５番１号 60,400 7.23

ブックオフコーポレーション㈱ 
※1 

相模原市南区古淵２丁目14番20号 36,000 4.31

㈱ハードオフコーポレーション 
※1 

新潟県新発田市新栄町３丁目１番13号 36,000 4.31

投資事業有限責任組合えひめベ
ンチャーファンド2004 
無限責任組合員フューチャーベ
ンチャーキャピタル㈱ ※1 

京都市中京区烏丸通錦小路上る手洗水町659
番地 烏丸中央ビル 

12,000 1.44

だいし経営コンサルティング㈱
※1 

新潟市中央区東大通２丁目１番18号 12,000 1.44

ジャフコⅤ２―Ｗ投資事業有限
責任組合 
無限責任組合員 ㈱ジャフコ 
※1 

東京都千代田区大手町１丁目５番１号 5,400 0.65

ありがとうサービス従業員持株
会 
※1 

愛媛県今治市八町西３丁目６番30号 2,800 0.34

ジャフコⅤ２―Ｒ投資事業有限
責任組合 
無限責任組合員 ㈱ジャフコ 
※1 

東京都千代田区大手町１丁目５番１号 2,200 0.26

相原 光明 ※1、5 愛媛県今治市 2,000 0.24

二宮 芳雄 ※5 愛媛県今治市 1,400 0.17

田坂 利典 愛媛県西条市 1,000 0.12

岡田 武史 神奈川県逗子市 800 0.10

大橋 和也 ※6 愛媛県今治市 700 0.08

石田 光伸  愛媛県今治市 500 0.06

井本 裕之 ※4 愛媛県今治市 400 0.05

平川 俊之 ※5 千葉県流山市 400 0.05

井本 正子 ※3 愛媛県今治市 200 0.02

井本 朝子 ※4 愛媛県今治市 200 0.02

松村 憲二郎※6 愛媛県今治市 200 0.02
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氏名又は名称 住所 
所有株式数 

(株) 

株式総数に対
する所有株式数
の割合(％) 

渡辺 隆行 兵庫県姫路市 200 0.02

宇都宮 誠 ※6 愛媛県西予市 200 0.02

志岐 雄一 ※6 愛媛県今治市 200 0.02

菅 大輔   東京都三鷹市 200 0.02

工藤 祐市  札幌市豊平区 200 0.02

大嶋 幹久 ※6 愛媛県松山市 200 0.02

高木 宏史 ※6 大分県杵築市 200 0.02

井垣 力  ※6 福岡県糟屋郡新宮町 200 0.02

浅井 和敬 愛媛県今治市 100 0.01

檜垣 孝弘 ※6 愛媛県今治市 100 0.01

吉田 正敏 ※6 愛媛県今治市 100 0.01

福島 優  ※6 愛媛県大洲市 100 0.01

平田 剛  ※6 熊本市中央区 100 0.01

計 ― 835,600 100.00

 

(注記省略) 
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(訂正後) 

 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

(株) 

株式総数に対
する所有株式数
の割合(％) 

井本 雅之 ※1、2 愛媛県今治市 658,900 78.85

ジャフコⅤ２共有投資事業有限
責任組合 
無限責任組合員 ㈱ジャフコ 
※1 

東京都千代田区大手町１丁目５番１号 60,400 7.23

ブックオフコーポレーション㈱ 
※1 

相模原市南区古淵２丁目14番20号 36,000 4.31

㈱ハードオフコーポレーション 
※1 

新潟県新発田市新栄町３丁目１番13号 36,000 4.31

投資事業有限責任組合えひめベ
ンチャーファンド2004 
無限責任組合員フューチャーベ
ンチャーキャピタル㈱ ※1 

京都市中京区烏丸通錦小路上る手洗水町659
番地 烏丸中央ビル 

12,000 1.44

だいし経営コンサルティング㈱
※1 

新潟市中央区東大通２丁目１番18号 12,000 1.44

ジャフコⅤ２―Ｗ投資事業有限
責任組合 
無限責任組合員 ㈱ジャフコ 
※1 

東京都千代田区大手町１丁目５番１号 5,400 0.65

ありがとうサービス従業員持株
会 
※1 

愛媛県今治市八町西３丁目６番30号 2,800 0.34

ジャフコⅤ２―Ｒ投資事業有限
責任組合 
無限責任組合員 ㈱ジャフコ 
※1 

東京都千代田区大手町１丁目５番１号 2,200 0.26

相原 光明 ※1、5 愛媛県今治市 2,000 0.24

二宮 芳雄 ※5 愛媛県今治市 1,400 0.17

田坂 利典 愛媛県西条市 1,000 0.12

岡田 武史 神奈川県逗子市 800 0.10

大橋 和也 ※6 愛媛県今治市 700 0.08

石田 光伸  愛媛県今治市 500 0.06

井本 裕之 ※4 愛媛県今治市 400 0.05

平川 俊之 ※5 千葉県流山市 400 0.05

井本 正子 ※3 愛媛県今治市 200 0.02

井本 朝子 ※4 愛媛県今治市 200 0.02

松村 憲二郎※6 愛媛県今治市 200 0.02
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氏名又は名称 住所 
所有株式数 

(株) 

株式総数に対
する所有株式数
の割合(％) 

渡辺 隆行 兵庫県姫路市 200 0.02

宇都宮 誠 ※6 愛媛県西予市 200 0.02

志岐 雄一 ※6 愛媛県今治市 200 0.02

菅 大輔   東京都三鷹市 200 0.02

工藤 祐市  札幌市豊平区 200 0.02

大嶋 幹久 ※6 愛媛県松山市 200 0.02

高木 宏史 ※6 大分県杵築市 200 0.02

井垣 力  ※6 福岡県糟屋郡新宮町 200 0.02

浅井 和敬 愛媛県今治市 100 0.01

檜垣 孝弘 ※6 愛媛県今治市 100 0.01

吉田 正敏 ※6 愛媛県今治市 100 0.01

福島 優  ※6 愛媛県大洲市 100 0.01

平田 剛  ※6 熊本市中央区 100 0.01

計 ― 835,600 100.00

 

(注記省略) 

 

 


	上場申請のための有価証券報告書の訂正事項分
	表紙
	扉
	目次
	第四部　【株式公開情報】
	第３　【株主の状況】





