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【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市名東区照が丘239番２ 

【電話番号】 052(773)2511 (代表) 

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長  橋 本 東海男 

【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市名東区照が丘239番２ 

【電話番号】 052(773)2511 (代表) 

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長  橋 本 東海男 
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１ 【半期報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成18年12月22日に提出いたしました第44期中(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)半期報告書の記載事項

の一部に訂正を要する箇所がありましたので、半期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】 

第一部 企業情報 

第４  提出会社の状況 

１  株式等の状況 

(4) 大株主の状況 

  

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 
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第一部 【企業情報】 
  

第４  【提出会社の状況】 
  

１ 【株式等の状況】 

 (4) 【大株主の状況】 

（訂正前） 
平成18年９月30日現在 

(注) １ 上記には、当社保有の自己株式1,249千株(12.57％)は含まれておりません。 
２ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 
   日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)    641千株 
  
  

氏名又は名称 住所 所有株式数 
(千株) 

発行済株式総数に対する 
所有株式数の割合(％) 

日本空調サービス従業員持株会 名古屋市名東区照が丘239-２ 839 8.44 

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口） 東京都中央区晴海１丁目８-11 641 6.45 

林 弘二 愛知県尾張旭市 580 5.83 

大橋一夫 愛知県日進市 572 5.75 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７-１ 410 4.12 

株式会社愛知銀行 名古屋市中区栄３丁目14-12 334 3.36 

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目２-１ 282 2.84 

エイチエスビシーバンクピーエ
ルシーアカウントアトランティ
スジャパングロースファンド 
(常任代理人 香港上海銀行東
京支店) 

２ COPTHALL AVENUE, LONDON, EC2R 7DA 
UK 
(東京都中央区日本橋３丁目11-１) 

258 2.60 

岐阜信用金庫 岐阜県岐阜市神田町６丁目11 200 2.01 

ステートストリートバンクアン
ドトラストカンパニー505030 
（常任代理人 株式会社みずほ
コーポレート銀行兜町証券決済
業務室） 

WORLD TRADE CENTER STRAWINSKYLAAN 
1455 1077XX AMSTERDAM NETHERLAND 
（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

198 1.99 

計 ― 4,316 43.40 
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（訂正後） 
平成18年９月30日現在 

(注) １ 上記には、当社保有の自己株式1,249千株(12.57％)は含まれておりません。 
２ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 
   日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)    641千株 
３ 次の法人から、当中間期中に大量保有報告書の提出があり（報告義務発生日 平成18年７月31日）、以下のとおり株式を
所有している旨の報告を受けておりますが、当社として、当中間期末現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認
ができませんので、上記大株主の状況に含めておりません。なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。 

  

  

氏名又は名称 住所 所有株式数 
(千株) 

発行済株式総数に対する 
所有株式数の割合(％) 

日本空調サービス従業員持株会 名古屋市名東区照が丘239-２ 839 8.44 

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口） 東京都中央区晴海１丁目８-11 641 6.45 

林 弘二 愛知県尾張旭市 580 5.83 

大橋一夫 愛知県日進市 572 5.75 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７-１ 410 4.12 

株式会社愛知銀行 名古屋市中区栄３丁目14-12 334 3.36 

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目２-１ 282 2.84 

エイチエスビシーバンクピーエ
ルシーアカウントアトランティ
スジャパングロースファンド 
(常任代理人 香港上海銀行東
京支店) 

２ COPTHALL AVENUE, LONDON, EC2R 7DA 
UK 
(東京都中央区日本橋３丁目11-１) 

258 2.60 

岐阜信用金庫 岐阜県岐阜市神田町６丁目11 200 2.01 

ステートストリートバンクアン
ドトラストカンパニー505030 
（常任代理人 株式会社みずほ
コーポレート銀行兜町証券決済
業務室） 

WORLD TRADE CENTER STRAWINSKYLAAN 
1455 1077XX AMSTERDAM NETHERLAND 
（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

198 1.99 

計 ― 4,316 43.40 

氏名又は名称 住所 所有株式数 
(千株) 

発行済株式総数に対する 
所有株式数の割合(％) 

アトランティス・インベストメ
ント・マネージメント・リミテ
ッド 

英国ロンドン市ムーアゲイト30-34  
４階 502 5.05 
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