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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成19年６月29日に提出いたしました第32期（自 平成18年４月1日 至 平成19年３月31日）有価証券報告書の記

載事項の一部に誤りと添付書類の添付もれがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提

出するものであります。 

  

２ 【訂正事項】 

表紙 

第一部 企業情報 

第４ 提出会社の状況 

 １ 株式等の状況 

  （６）大株主の状況 

  （７）議決権の状況 

     ②自己株式等 

  

第32回定時株主総会招集ご通知、第32回定時株主総会決議ご通知を添付書類として追加いたします。 

  

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 

  

【表紙】 

（訂正前） 

（平成19年５月７日から本店所在地 東京都港区新橋三丁目９番９号が上記のように移転しており 

ます。） 

  

（訂正後） 

（平成19年５月７日から本店所在地 東京都港区新橋三丁目３番９号が上記のように移転しており 

ます。） 

【本店の所在の場所】 東京都港区芝大門二丁目10番12号 

【電話番号】 03(5733)5631 

【本店の所在の場所】 東京都港区芝大門二丁目10番12号 

【電話番号】 03(5733)5631 



第一部【企業情報】 

第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（６）【大株主の状況】 

（訂正前） 

平成19年３月31日現在 

（訂正後） 

平成19年３月31日現在 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株) 
発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

株式会社イメージ企画 東京都三鷹市井の頭1-13-10 3,060 34.38 

代永 衛 東京都三鷹市 2,350 26.40 

株式会社ファイン 大阪市中央区久太郎町3-4-30 261 2.93 

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町1-13-1 200 2.24 

代永 拓史 東京都三鷹市 200 2.24 

株式会社みずほ銀行 東京都千代田内幸町1-1-5 200 2.24 

中根 近雄 埼玉県さいたま市浦和区 150 1.68 

沖電気工業株式会社 東京都港区虎ノ門1-7-12 100 1.12 

関口 茂晴 千葉県市川市 100 1.12 

奈良 倫 東京都大田区 100 1.12 

イメージ情報開発株式会社 東京都港区新橋3-9-9 100 1.12 

計 ― 6,821 76.64 

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株) 
発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

株式会社イメージ企画 東京都三鷹市井の頭1-13-10 3,060 34.38 

代永 衛 東京都三鷹市 2,350 26.40 

株式会社ファイン 大阪市中央区久太郎町3-4-30 261 2.93 

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町1-13-1 200 2.24 

代永 拓史 東京都三鷹市 200 2.24 

株式会社みずほ銀行 東京都千代田内幸町1-1-5 200 2.24 

中根 近雄 埼玉県さいたま市浦和区 150 1.68 

沖電気工業株式会社 東京都港区虎ノ門1-7-12 100 1.12 

関口 茂晴 千葉県市川市 100 1.12 

奈良 倫 東京都大田区 100 1.12 

イメージ情報開発株式会社 東京都港区新橋3-3-9 100 1.12 

計 ― 6,821 76.64 



  

（７）【議決権の状況】 

 ②【自己株式等】 

（訂正前） 

平成19年３月31日現在 

（訂正後） 

平成19年３月31日現在 

  

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 

(株) 

他人名義
所有株式数 

(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数に
対する所有 

株式数の割合（％)

（自己保有株式） 
イメージ情報開発株式会社 

東京都港区新橋3-9-9 100 ― 100 1.12 

計 ― 100 ― 100 1.12 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 

(株) 

他人名義
所有株式数 

(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数に
対する所有 

株式数の割合（％)

（自己保有株式） 
イメージ情報開発株式会社 

東京都港区新橋3-3-9 100 ― 100 1.12 

計 ― 100 ― 100 1.12 


	表紙
	本文
	１有価証券報告書の訂正報告書の提出理由
	２訂正事項
	３訂正箇所
	表紙
	本店の所在の場所
	電話番号
	本店の所在の場所
	電話番号
	第一部企業情報
	第４提出会社の状況


	１株式等の状況
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	②自己株式等




	pageform1: 1/4
	pageform2: 2/4
	form1: EDINET提出書類  2007/07/05 提出
	form2: イメージ情報開発株式会社(941865)
	form3: 有価証券報告書
	pageform3: 3/4
	pageform4: 4/4


