
  

                              平成１７年５月１０日 
各位 
 

会 社 名      朝日放送株式会社 

                代 表 者 名 代表取締役社長 西村 嘉郎 

コ ー ド      ９４０５ 大証（市場第２部） 

本社所在地 大阪市北区大淀南二丁目２番４８号 

問 合 せ 先      責任者役職名 総務局長 

氏名 牧野 元良 

ＴＥＬ（０６）６４５８―５３２１ 

 
訂正報告書提出について 

 
 本日、近畿財務局に平成 16 年３月期の有価証券報告書、平成 16 年９月期の半期報告書

の訂正報告書を提出いたしました。理由は下記のとおりです。 
 

記 
 
 平成 17 年５月２日、リバティー・スクェア・パートナーズ・エル・ピー社（以下パート

ナーズ社）が関東財務局に大量保有報告書および変更報告書の訂正報告書を提出し、同日、

リバティー・スクェア・アセット・マネジメント・エル・ピー（以下アセット社）が大量

保有報告書および変更報告書を提出したことに伴うものであります。当該報告書およびア

セット社からの連絡によると、概要は次のとおりです。 
 
① 平成 15 年 12 月９日提出の大量保有報告書（株式の保有割合 5.11％）および平成 16 年

５月 20 日提出の変更報告書（同 6.11％）は各ファンドではなく本来はアセット社が提

出を行うべきものであった。 
 
② 平成 16 年７月 29 日に株式の保有割合が 7.22％に達し、その後ファンドに異動があった

ことの変更報告書提出が行われなかったことはアセット社の過誤および報告システム

が機能しなかったことに起因するものであること。 

 

③ 平成 17 年５月２日にアセット社が関東財務局に提出した大量保有報告書および変更報

告書は①と②を反映し、かつ株式の保有割合が 8.22％に達したものであること。 

 

④ 過去の報告書提出は、スティール・パートナーズ・ジャパン株式会社（以下スティール

 



  

社）により行われたが、スティール社は時々仕事を共に行う関係にあったことから、便

宜上代理人としたものであり、スティール社はアセット社の投資に一切関与していない

こと。 
 

 

当社は、パートナーズ社（代理人 長島・大野・常松法律事務所）の大量保有報告書・変

更報告書の訂正報告書提出、および、アセット社（代理人 長島・大野・常松法律事務所）

の大量保有報告書・変更報告書の提出に伴い、その提出内容を反映した平成 16 年３月期の

有価証券報告書、平成 16 年９月期の半期報告書の訂正報告書を提出したものです。 
 
 
 
＜参考＞ 
 
１．訂正する有価証券報告書・半期報告書 および 訂正箇所 
    ①平成 16 年３月期有価証券報告書 
      第一部 企業情報    第４ 提出会社の状況 
        １ 株式等の状況  （５）大株主の状況 の注記 
 
    ②平成 16 年９月期半期報告書 
      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 の注記 
 
２．訂正内容（詳細は別紙ご参照） 
    訂正報告書、大量保有報告書、変更報告書の写しを受領したことに伴う注記の訂正。 
 
 

以上 
 



（別紙） 

 

１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

スティール・パートナーズ・ジャパン株式会社から平成15年12月９日付で提出された大量保有報告

書ならびに平成16年５月20日付で提出された変更報告書について、リバティー・スクェア・パートナ

ーズ・エル・ピーから平成17年５月２日付でそれぞれ訂正報告書が提出されたこと、及びリバティ

ー・スクェア・アセット・マネジメント・エル・ピーから平成17年５月２日付で上記に対応する大量

保有報告書ならびに変更報告書があらためて提出されたことに伴い、当社が平成16年６月25日に提出

いたしました第77期(自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日)の有価証券報告書の記載事項の

一部に訂正箇所が生じましたので、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】 

第一部 企業情報 

第４ 提出会社の状況 

 １ 株式等の状況 

  (5) 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。 



第一部 【企業情報】 

第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(5) 【大株主の状況】 

 

（訂正前） 

 

平成16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(％)

株式会社朝日新聞社 大阪市北区中之島３丁目２番４号 509,160 14.1

朝日新聞信用組合 
大阪市北区中之島３丁目２番４号 

株式会社朝日新聞社大阪本社内
180,000 5.0

モルガン スタンレー アンド 
カンパニー インク 
 
（常任代理人 モルガン・スタン
レー証券会社 東京支店） 

1585 ブロードウェイ ニューヨー
ク、ニューヨーク州 10036、アメリ
カ合衆国 
(東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３
号） 

147,780 4.1

村 山 美知子 神戸市東灘区御影町郡家285 145,500 4.0

学校法人帝京大学 東京都板橋区加賀２丁目11番１号 130,400 3.6

日本生命保険相互会社 
東京都千代田区有楽町１丁目２番２号

日本生命証券管理部内
125,650 3.5

ザ バンク オブ ニューヨーク 
トリーティー ジャスデック ア
カウント 
 
（常任代理人 株式会社東京三菱
銀行） 

グローバル カストディー、サーティ
ーセカンド フロワー ワン ウォー
ル ストリート、ニューヨーク、ニュ
ーヨーク州 10286、アメリカ合衆国 
（東京都千代田区丸の内２丁目７番１
号） 

120,080 3.3

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町２丁目２番１号 115,350 3.2

大阪瓦斯株式会社 大阪市中央区平野町４丁目１番２号 85,500 2.4

近鉄バス株式会社 東大阪市小阪１丁目７番１号 80,000 2.2

計 ― 1,639,420 45.5

(注) スティール・パートナーズ・ジャパン株式会社から、平成15年12月９日付で提出された大量保有報告書及

び平成16年５月20日付で提出された変更報告書により、当期末において次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、実質保有状況を把握できないため、上記大株主の状況には含めておりません。 

氏名又は名称 
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(％)

リバティ スクェア オフショア パートナーズ、リミテッド 107,845 3.0

リバティ スクェア パートナーズ、エル・ピー 42,155 1.2

マルチ－マネージャー インベストメント プログラムズ ピー

シーシー リミテッド ジャパニーズ エクイティ ファンド 
35,000 1.0

ジョン Ｄ． アンド キャサリン Ｔ． マッカーサー ファ

ンデーション 
29,910 0.8



 

（訂正後） 

 

平成16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(％)

株式会社朝日新聞社 大阪市北区中之島３丁目２番４号 509,160 14.1

朝日新聞信用組合 
大阪市北区中之島３丁目２番４号 

株式会社朝日新聞社大阪本社内
180,000 5.0

モルガン スタンレー アンド 
カンパニー インク 
 
（常任代理人 モルガン・スタン
レー証券会社 東京支店） 

1585 ブロードウェイ ニューヨー
ク、ニューヨーク州 10036、アメリ
カ合衆国 
(東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３
号） 

147,780 4.1

村 山 美知子 神戸市東灘区御影町郡家285 145,500 4.0

学校法人帝京大学 東京都板橋区加賀２丁目11番１号 130,400 3.6

日本生命保険相互会社 
東京都千代田区有楽町１丁目２番２号

日本生命証券管理部内
125,650 3.5

ザ バンク オブ ニューヨーク 
トリーティー ジャスデック ア
カウント 
 
（常任代理人 株式会社東京三菱
銀行） 

グローバル カストディー、サーティ
ーセカンド フロワー ワン ウォー
ル ストリート、ニューヨーク、ニュ
ーヨーク州 10286、アメリカ合衆国 
（東京都千代田区丸の内２丁目７番１
号） 

120,080 3.3

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町２丁目２番１号 115,350 3.2

大阪瓦斯株式会社 大阪市中央区平野町４丁目１番２号 85,500 2.4

近鉄バス株式会社 東大阪市小阪１丁目７番１号 80,000 2.2

計 ― 1,639,420 45.5

(注) リバティー・スクェア・アセット・マネジメント・エル・ピーから、平成17年５月２日付で提出された大

量保有報告書及び変更報告書により、当期末において次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、実質保有状況を把握できないため、上記大株主の状況には含めておりません。 

氏名又は名称 
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(％)

リバティー・スクェア・アセット・マネジメント・エル・ピー 214,910 6.0

 

 



１ 【半期報告書の訂正報告書の提出理由】 

スティール・パートナーズ・ジャパン株式会社から平成15年12月９日付で提出された大量保有報告

書ならびに平成16年５月20日付で提出された変更報告書について、リバティー・スクェア・パートナ

ーズから平成17年５月２日付でそれぞれ訂正報告書が提出されたこと、及びリバティー・スクェア・

アセット・マネジメント・エル・ピーから平成17年５月２日付で上記に対応する大量保有報告書なら

びに変更報告書があらためて提出されたこと、また同日同社から未提出だった変更報告書（報告義務

発生日平成16年７月29日）が新たに提出されたことに伴い、当社が平成16年12月７日に提出いたしま

した第78期中(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日)の半期報告書の記載事項の一部に訂正

箇所が生じましたので、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。 



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16年９月30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(％)

株式会社朝日新聞社 大阪市北区中之島３丁目２番４号 509,160 14.1

モルガン スタンレー アンド 
カンパニー インク 
 
（常任代理人 モルガン・スタン
レー証券会社 東京支店） 

1585 ブロードウェイ ニューヨー
ク、ニューヨーク州 10036、アメリ
カ合衆国 
(東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３
号） 

200,840 5.6

朝日新聞信用組合 
大阪市北区中之島３丁目２番４号 

株式会社朝日新聞社大阪本社内
180,000 5.0

村 山 美知子 神戸市東灘区御影町郡家285 145,500 4.0

学校法人帝京大学 東京都板橋区加賀２丁目11番１号 130,400 3.6

日本生命保険相互会社 
東京都千代田区有楽町１丁目２番２号

日本生命証券管理部内
125,650 3.5

ザ バンク オブ ニューヨーク 
トリーティー ジャスデック ア
カウント 
 
（常任代理人 株式会社東京三菱
銀行） 

グローバル カストディー、サーティ
ーセカンド フロワー ワン ウォー
ル ストリート、ニューヨーク、ニュ
ーヨーク州 10286、アメリカ合衆国 
（東京都千代田区丸の内２丁目７番１
号） 

117,070 3.3

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町２丁目２番１号 115,350 3.2

大阪瓦斯株式会社 大阪市中央区平野町４丁目１番２号 85,500 2.4

近鉄バス株式会社 東大阪市小阪１丁目７番１号 80,000 2.2

計 ― 1,689,470 46.9

(注) スティール・パートナーズ・ジャパン株式会社から、平成15年12月９日付で提出された大量保有報告書及

び平成16年５月20日付で提出された変更報告書により、当中間期末において次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、実質保有状況を把握できないため、上記大株主の状況には含めておりま

せん。 

氏名又は名称 
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(％)

リバティ スクェア オフショア パートナーズ、リミテッド 107,845 3.0

リバティ スクェア パートナーズ、エル・ピー 42,155 1.2

マルチ－マネージャー インベストメント プログラムズ ピー

シーシー リミテッド ジャパニーズ エクイティ ファンド 
35,000 1.0

ジョン Ｄ． アンド キャサリン Ｔ． マッカーサー ファ

ンデーション 
35,000 1.0



 

（訂正後） 

 

平成16年９月30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(％)

株式会社朝日新聞社 大阪市北区中之島３丁目２番４号 509,160 14.1

モルガン スタンレー アンド 
カンパニー インク 
 
（常任代理人 モルガン・スタン
レー証券会社 東京支店） 

1585 ブロードウェイ ニューヨー
ク、ニューヨーク州 10036、アメリ
カ合衆国 
(東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３
号） 

200,840 5.6

朝日新聞信用組合 
大阪市北区中之島３丁目２番４号 

株式会社朝日新聞社大阪本社内
180,000 5.0

村 山 美知子 神戸市東灘区御影町郡家285 145,500 4.0

学校法人帝京大学 東京都板橋区加賀２丁目11番１号 130,400 3.6

日本生命保険相互会社 
東京都千代田区有楽町１丁目２番２号

日本生命証券管理部内
125,650 3.5

ザ バンク オブ ニューヨーク 
トリーティー ジャスデック ア
カウント 
 
（常任代理人 株式会社東京三菱
銀行） 

グローバル カストディー、サーティ
ーセカンド フロワー ワン ウォー
ル ストリート、ニューヨーク、ニュ
ーヨーク州 10286、アメリカ合衆国 
（東京都千代田区丸の内２丁目７番１
号） 

117,070 3.3

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町２丁目２番１号 115,350 3.2

大阪瓦斯株式会社 大阪市中央区平野町４丁目１番２号 85,500 2.4

近鉄バス株式会社 東大阪市小阪１丁目７番１号 80,000 2.2

計 ― 1,689,470 46.9

(注) リバティー・スクェア・アセット・マネジメント・エル・ピーから、平成17年５月２日付で提出された大

量保有報告書及び変更報告書により、当中間期末において次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、実質保有状況を把握できないため、上記大株主の状況には含めておりません。 

氏名又は名称 
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(％)

リバティー・スクェア・アセット・マネジメント・エル・ピー 260,000 7.2

 

 


