
【表紙】
 

【提出書類】 訂正報告書

【根拠条文】 法第27条の25第４項

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 株式会社ユニマットライフ

代表取締役　　菅田　貴人

【住所又は本店所在地】 東京都港区南青山二丁目12番14号

【報告義務発生日】 該当事項はありません

【提出日】 平成25年４月19日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 該当事項はありません

【提出形態】 該当事項はありません

【変更報告書提出事由】 該当事項はありません

 （注）　髙橋洋二が平成16年４月23日に提出した変更報告書NO.１（報告

義務発生日：平成16年４月21日）について、訂正事項がありま

したが、同変更報告書は金融商品取引法第27条の28第１項に基

づく縦覧期間（同変更報告書が受理された日から５年）が経過

しております。従いまして、本来訂正報告書を提出する際は、対

象となる報告書の関連文書として作成するところ、システム上

の制約から不可能なため、本書をもって法第27条の25第４項の

訂正報告書といたします（本書提出日と同日付で新たに提出す

る変更報告書１と同様に、株式会社ユニマットライフが本書を

提出いたします。）。

なお、第１以下には、訂正後の内容のみを記載しております。

  

 訂正箇所：

１．表紙を以下のとおり訂正いたします。

「提出書類」を変更報告書２と訂正いたします。

「提出者及び共同保有者の総数（名）」を４名と訂正いたします。

「変更報告書提出事由」を提出者２が共同保有者に加わったこと及

び共同保有者合計の株券等保有割合が１％以上増加したことと訂正

いたします。

２．本文第２．１の記載の一部を訂正するとともに、第２．２～４に提

出者２、提出者３及び提出者４の記載を追加いたします。

３．本文第３及び第４の記載を訂正いたします。

  

 （注）　提出義務者である株式会社ユニマットオフィスコは、平成18年４

月１日を効力発生日として株式会社ユニマットオフィスコを吸

収合併存続会社とし、株式会社ユニマットクリーンライフを吸

収合併消滅会社とする吸収合併を行い、同日付で、株式会社ユニ

マットライフに商号変更しております。

そして、平成22年10月１日を効力発生日として株式会社ユニ

マットレインボーを吸収合併存続会社とし、株式会社ユニマッ

トライフを吸収合併消滅会社とする吸収合併を行い、同日付で、

株式会社ユニマットライフに商号変更しております。

また、提出義務者であるユニマットホールディングは、平成25年

４月１日を効力発生日として株式会社ユニマットホールディン

グを吸収合併存続会社とし、株式会社ユニマットライフを吸収

合併消滅会社とする吸収合併を行い、同日付で、株式会社ユニ

マットライフに商号変更しております。

そのため、当該吸収合併存続会社である株式会社ユニマットラ

イフが本報告書を提出するものです。
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第１【発行者に関する事項】
 

発行者の名称 株式会社カッシーナ・イクスシー

証券コード 2777

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 大阪証券取引所　ＪＡＳＤＡＱ

 

第２【提出者に関する事項】
 

１【提出者（大量保有者）／１】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 個人

氏名又は名称 髙橋　洋二

住所又は本店所在地 沖縄県宮古島市上野字新里1405番地３

旧氏名又は名称  

旧住所又は本店所在地  

 

②【個人の場合】

生年月日 昭和18年３月６日

職業 会社役員

勤務先名称 株式会社ユニマットライフ

勤務先住所 東京都港区南青山二丁目12番14号

 

③【法人の場合】

設立年月日  

代表者氏名  

代表者役職  

事業内容  

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 株式会社ユニマットライフ　　芦田　幸一

電話番号 03-5770-2010

 

（２）【保有目的】

長期安定株主として保有しております。

 

（３）【重要提案行為等】

該当なし
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（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

 法第27条の23第３項本文法第27条の23第３項第１号法第27条の23第３項第２号

株券又は投資証券等
（株・口）

 6,904株    

新株予約権証券（株） A 4,000株 － H  

新株予約権付社債券（株） B   － I  

対象有価証券
カバードワラント

C    J  

株券預託証券       

株券関連預託証券 D    K  

株券信託受益証券       

株券関連信託受益証券 E    L  

対象有価証券償還社債 F    M  

他社株等転換株券 G    N  

合計（株・口） O 10,904株P  Q  

信用取引により譲渡したこ
とにより控除する株券等の
数

R      

共同保有者間で引渡請求権
等の権利が存在するものと
して控除する株券等の数

S      

保有株券等の数（総数）
（O＋P＋Q－R－S）

T     10,904株

保有潜在株式の数
（A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＋H
＋I＋J＋K＋L＋M＋N）

U     4,000株

 

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成15年12月31日現在）

V 133,340株

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T／（U＋V）×100）

 7.94％

直前の報告書に記載された株券等保
有割合（％）

 7.94％

 

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

該当なし       
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（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

・当該株券については、株式売却希望時に契約当事者間で他方が優先買取権を保有する旨、及び取締役の選任に係る
議決権行使に関する規定を含む株主間契約を、イタリア国カッシーナエスピーエイ社、株式会社ユニマットホール
ディング、株式会社ユニマットオフィスコ、髙橋洋二及び武藤重遠の相続人との間で、平成15年３月25日付で締結
しております。
・提出者１は、株式会社ＵＦＪ銀行との間で、平成15年９月24日付で根担保設定契約を締結し、その所有する発行者
株式のうち6,900株を同行からの借入金等の担保として差し入れております。

 

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 109,085

借入金額計（X）（千円）  

その他金額計（Y）（千円）  

上記（Y）の内訳  

取得資金合計（千円）（W＋X＋Y） 109,085

 

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円）

該当なし      

 

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当なし   
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２【提出者（大量保有者）／２】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 個人

氏名又は名称 髙橋　章惠

住所又は本店所在地 東京都渋谷区上原二丁目19番14号

旧氏名又は名称  

旧住所又は本店所在地  

 

②【個人の場合】

生年月日 昭和23年11月20日

職業 会社役員

勤務先名称 株式会社マラルンガ

勤務先住所 東京都渋谷区上原二丁目19番14号

 

③【法人の場合】

設立年月日  

代表者氏名  

代表者役職  

事業内容  

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 株式会社ユニマットヴェラシス　　髙橋　恵美子

電話番号 03-5413-1281

 

（２）【保有目的】

長期安定株主として保有しております。

 

（３）【重要提案行為等】

該当なし
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（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

 法第27条の23第３項本文法第27条の23第３項第１号法第27条の23第３項第２号

株券又は投資証券等
（株・口）

 4,200株    

新株予約権証券（株） A   － H  

新株予約権付社債券（株） B   － I  

対象有価証券
カバードワラント

C    J  

株券預託証券       

株券関連預託証券 D    K  

株券信託受益証券       

株券関連信託受益証券 E    L  

対象有価証券償還社債 F    M  

他社株等転換株券 G    N  

合計（株・口） O 4,200株P  Q  

信用取引により譲渡したこ
とにより控除する株券等の
数

R      

共同保有者間で引渡請求権
等の権利が存在するものと
して控除する株券等の数

S      

保有株券等の数（総数）
（O＋P＋Q－R－S）

T     4,200株

保有潜在株式の数
（A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＋H
＋I＋J＋K＋L＋M＋N）

U      

 

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成15年12月31日現在）

V 133,340株

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T／（U＋V）×100）

 3.15％

直前の報告書に記載された株券等保
有割合（％）

 －

 

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

平成16年４月21日株券（普通株式） 4,200株3.15％ 市場外 取得 96,000円
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（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当なし

 

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 403,200

借入金額計（X）（千円）  

その他金額計（Y）（千円）  

上記（Y）の内訳  

取得資金合計（千円）（W＋X＋Y） 403,200

 

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円）

該当なし      

 

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当なし   
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３【提出者（大量保有者）／３】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 株式会社ユニマットオフィスコ

住所又は本店所在地 東京都港区南青山二丁目12番14号

旧氏名又は名称  

旧住所又は本店所在地  

 

②【個人の場合】

生年月日  

職業  

勤務先名称  

勤務先住所  

 

③【法人の場合】

設立年月日 昭和56年８月24日

代表者氏名 髙澤　清一

代表者役職 代表取締役社長

事業内容
オフィスコーヒーサービス
カフェ＆レストラン事業

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 株式会社ユニマットライフ　　青木　裕隆

電話番号 03-5770-1537

 

（２）【保有目的】

長期安定株主として保有しております。

 

（３）【重要提案行為等】

該当なし
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（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

 法第27条の23第３項本文法第27条の23第３項第１号法第27条の23第３項第２号

株券又は投資証券等
（株・口）

 17,248株    

新株予約権証券（株） A   － H  

新株予約権付社債券（株） B   － I  

対象有価証券
カバードワラント

C    J  

株券預託証券       

株券関連預託証券 D    K  

株券信託受益証券       

株券関連信託受益証券 E    L  

対象有価証券償還社債 F    M  

他社株等転換株券 G    N  

合計（株・口） O 17,248株P  Q  

信用取引により譲渡したこ
とにより控除する株券等の
数

R      

共同保有者間で引渡請求権
等の権利が存在するものと
して控除する株券等の数

S      

保有株券等の数（総数）
（O＋P＋Q－R－S）

T     17,248株

保有潜在株式の数
（A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＋H
＋I＋J＋K＋L＋M＋N）

U      

 

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成15年12月31日現在）

V 133,340株

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T／（U＋V）×100）

 12.94％

直前の報告書に記載された株券等保
有割合（％）

 12.94％

 

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

該当なし       
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（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

当該株券については、株式売却希望時に契約当事者間で他方が優先買取権を保有する旨、及び取締役の選任に係る議
決権行使に関する規定を含む株主間契約を、イタリア国カッシーナエスピーエイ社、株式会社ユニマットホールディ
ング、株式会社ユニマットオフィスコ、髙橋洋二及び武藤重遠の相続人との間で、平成15年３月25日付で締結してお
ります。

 

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 310,024

借入金額計（X）（千円）  

その他金額計（Y）（千円）  

上記（Y）の内訳  

取得資金合計（千円）（W＋X＋Y） 310,024

 

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円）

該当なし      

 

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当なし   

 

EDINET提出書類

株式会社ユニマットライフ(E06335)

変更報告書（大量保有）

10/15



４【提出者（大量保有者）／４】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 株式会社ユニマットホールディング

住所又は本店所在地 東京都港区南青山二丁目12番14号

旧氏名又は名称  

旧住所又は本店所在地  

 

②【個人の場合】

生年月日  

職業  

勤務先名称  

勤務先住所  

 

③【法人の場合】

設立年月日 昭和48年10月24日

代表者氏名 髙橋　洋二

代表者役職 代表取締役

事業内容 資産管理会社

 

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 株式会社ユニマットライフ　　青木　裕隆

電話番号 03-5770-1537

 

（２）【保有目的】

長期安定株主として保有しております。

 

（３）【重要提案行為等】

該当なし
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（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

 法第27条の23第３項本文法第27条の23第３項第１号法第27条の23第３項第２号

株券又は投資証券等
（株・口）

 45,448株    

新株予約権証券（株） A   － H  

新株予約権付社債券（株） B   － I  

対象有価証券
カバードワラント

C    J  

株券預託証券       

株券関連預託証券 D    K  

株券信託受益証券       

株券関連信託受益証券 E    L  

対象有価証券償還社債 F    M  

他社株等転換株券 G    N  

合計（株・口） O 45,448株P  Q  

信用取引により譲渡したこ
とにより控除する株券等の
数

R      

共同保有者間で引渡請求権
等の権利が存在するものと
して控除する株券等の数

S      

保有株券等の数（総数）
（O＋P＋Q－R－S）

T     45,448株

保有潜在株式の数
（A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＋H
＋I＋J＋K＋L＋M＋N）

U      

 

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成15年12月31日現在）

V 133,340株

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T／（U＋V）×100）

 34.08％

直前の報告書に記載された株券等保
有割合（％）

 34.08％

 

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

該当なし       
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（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

・当該株券については、株式売却希望時に契約当事者間で他方が優先買取権を保有する旨、及び取締役の選任に係る
議決権行使に関する規定を含む株主間契約を、イタリア国カッシーナエスピーエイ社、株式会社ユニマットホール
ディング、株式会社ユニマットオフィスコ、髙橋洋二及び武藤重遠の相続人との間で、平成15年３月25日付で締結
しております。
・提出者４は、株式会社ＵＦＪ銀行との間で、平成15年９月24日付で根担保設定契約を締結し、その所有する発行者
株式のうち45,440株を同行からの借入金等の担保として差し入れております。

 

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 451,616

借入金額計（X）（千円）  

その他金額計（Y）（千円）  

上記（Y）の内訳  

取得資金合計（千円）（W＋X＋Y） 451,616

 

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額（千円）

該当なし      

 

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

該当なし   
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第３【共同保有者に関する事項】
 

　該当事項なし

 

第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
 

１【提出者及び共同保有者】

(1）髙橋　洋二

(2）髙橋　章惠

(3）株式会社ユニマットオフィスコ

(4）株式会社ユニマットホールディング

 

２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

（１）【保有株券等の数】

 法第27条の23第３項本文法第27条の23第３項第１号法第27条の23第３項第２号

株券又は投資証券等
（株・口）

 73,800株    

新株予約権証券（株） A 4,000株 － H  

新株予約権付社債券（株） B   － I  

対象有価証券
カバードワラント

C    J  

株券預託証券       

株券関連預託証券 D    K  

株券信託受益証券       

株券関連信託受益証券 E    L  

対象有価証券償還社債 F    M  

他社株等転換株券 G    N  

合計（株・口） O 77,800株P  Q  

信用取引により譲渡したこ
とにより控除する株券等の
数

R      

共同保有者間で引渡請求権
等の権利が存在するものと
して控除する株券等の数

S      

保有株券等の数（総数）
（O＋P＋Q－R－S）

T     77,800株

保有潜在株式の数
（A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＋H
＋I＋J＋K＋L＋M＋N）

U     4,000株
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（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成15年12月31日現在）

V 133,340株

上記提出者の株券等保有割合（％）
（T／（U＋V）×100）

 56.65％

直前の報告書に記載された株券等保
有割合（％）

 53.59％

 

（３）【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名 保有株券等の数（総数）（株・口） 株券等保有割合（％）

髙橋　洋二 10,904株 7.94％

髙橋　章惠 4,200株 3.15％

株式会社ユニマットオフィスコ 17,248株 12.94％

株式会社ユニマットホールディング 45,448株 34.08％

合計 77,800株 56.65％

 

EDINET提出書類

株式会社ユニマットライフ(E06335)

変更報告書（大量保有）

15/15


	表紙
	本文
	第１発行者に関する事項
	第２提出者に関する事項
	１提出者（大量保有者）／１
	（１）提出者の概要
	①提出者（大量保有者）
	②個人の場合
	③法人の場合
	④事務上の連絡先

	（２）保有目的
	（３）重要提案行為等
	（４）上記提出者の保有株券等の内訳
	①保有株券等の数
	②株券等保有割合

	（５）当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況
	（６）当該株券等に関する担保契約等重要な契約
	（７）保有株券等の取得資金
	①取得資金の内訳
	②借入金の内訳
	③借入先の名称等


	２提出者（大量保有者）／２
	（１）提出者の概要
	①提出者（大量保有者）
	②個人の場合
	③法人の場合
	④事務上の連絡先

	（２）保有目的
	（３）重要提案行為等
	（４）上記提出者の保有株券等の内訳
	①保有株券等の数
	②株券等保有割合

	（５）当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況
	（６）当該株券等に関する担保契約等重要な契約
	（７）保有株券等の取得資金
	①取得資金の内訳
	②借入金の内訳
	③借入先の名称等


	３提出者（大量保有者）／３
	（１）提出者の概要
	①提出者（大量保有者）
	②個人の場合
	③法人の場合
	④事務上の連絡先

	（２）保有目的
	（３）重要提案行為等
	（４）上記提出者の保有株券等の内訳
	①保有株券等の数
	②株券等保有割合

	（５）当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況
	（６）当該株券等に関する担保契約等重要な契約
	（７）保有株券等の取得資金
	①取得資金の内訳
	②借入金の内訳
	③借入先の名称等


	４提出者（大量保有者）／４
	（１）提出者の概要
	①提出者（大量保有者）
	②個人の場合
	③法人の場合
	④事務上の連絡先

	（２）保有目的
	（３）重要提案行為等
	（４）上記提出者の保有株券等の内訳
	①保有株券等の数
	②株券等保有割合

	（５）当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況
	（６）当該株券等に関する担保契約等重要な契約
	（７）保有株券等の取得資金
	①取得資金の内訳
	②借入金の内訳
	③借入先の名称等



	第３共同保有者に関する事項
	第４提出者及び共同保有者に関する総括表
	１提出者及び共同保有者
	２上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳
	（１）保有株券等の数
	（２）株券等保有割合
	（３）共同保有における株券等保有割合の内訳



