
 
 
 

平成 20 年 7 月 1 日 
各 位 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

訂正報告書の提出について 
 
 
当社は、平成 20 年 6 月 27 日に提出いたしました第 79 期（自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月

31 日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、平成 20 年 7 月 1 日付で、下

記のとおり、関東財務局へ当該有価証券報告書の訂正報告書を提出いたしましたので、お知らせいたします。 
 

 

 

記 
  

１．訂正する有価証券報告書 

  第 79 期（自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日）有価証券報告書 

 

２．訂正箇所 

（注）訂正箇所に下線を付しております。 

 
第一部【企業情報】 

第５【経理の状況】 

 １【連結財務諸表等】 

 （1）【連結財務諸表】 

  注記事項 

  （重要な後発事象） 

 

 （訂正前） 

前連結会計年度 

(自 平成 18 年４月１日 

  至 平成 19 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 19 年４月１日 

   至 平成 20 年３月 31 日) 

 

           

（前 略） 

２日本ビクター株式会社と当社との共同持株会社設立（株式移

転）による経営統合について 

(中 略) 

 ２．株式移転の要旨 

 （１）株式移転の日程 
平成 20 年３月 31 日 定時株主総会基準日 

（両社） 
平成 20 年５月 12 日 株式移転決議取締役会（両

社） 
平成 20 年５月 12 日 統合契約締結（両社） 

 
平成 20 年５月 12 日 株式移転計画書作成 

（両社） 
平成 20 年６月 27 日 ビクター株式移転承認株主

総会（定時） 

会 社 名 株 式 会 社 ケ ン ウ ッ ド

代表者名 代表取締役社長 兼 CEO 塩畑 一男

（コード番号 6765 東証 第一部）

問合せ先 CR統括部 広報・IR室長 能勢 雄章

 （TEL 042-646-6724）



平成 20 年６月 27 日 当社株式移転承認株主 
総会（定時） 

平成 20 年７月下旬 
（予定） 

大阪証券取引所上場 
廃止日（ビクター） 

平成 20 年９月 25 日
（予定） 

東京証券取引所上場 
廃止日（両社） 

平成 20 年 10 月１日
（予定） 

共同持株会社設立登記日 
（効力発生日） 

平成 20 年 10 月１日
（予定） 

共同持株会社株式上場日 

平成 20 年 11 月下旬
（予定） 

共同持株会社株券交付日 

（後 略） 

 

（訂正後） 

前連結会計年度 

(自 平成 18 年４月１日 

  至 平成 19 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 19 年４月１日 

   至 平成 20 年３月 31 日) 

 

          

（前 略） 

２日本ビクター株式会社と当社との共同持株会社設立（株式移

転）による経営統合について 

(中 略) 

 ２．株式移転の要旨 

 （１）株式移転の日程 
平成 20 年３月 31 日 定時株主総会基準日 

（両社） 
平成 20 年５月 12 日 株式移転決議取締役会（両

社） 
平成 20 年５月 12 日 統合契約締結（両社） 

 
平成 20 年５月 12 日 株式移転計画書作成 

（両社） 
平成 20 年６月 27 日 ビクター株式移転承認株主

総会（定時） 
平成 20 年６月 27 日 当社株式移転承認株主 

総会（定時） 
平成 20 年９月 25 日
（予定） 

大阪証券取引所上場 
廃止日（ビクター） 

平成 20 年９月 25 日
（予定） 

東京証券取引所上場 
廃止日（両社） 

平成 20 年 10 月１日
（予定） 

共同持株会社設立登記日 
（効力発生日） 

平成 20 年 10 月１日
（予定） 

共同持株会社株式上場日 

平成 20 年 11 月下旬
（予定） 

共同持株会社株券交付日 

（後 略） 

 

 

 ２【財務諸表等】 

 （1）【財務諸表】 

  注記事項 

  （重要な後発事象） 

 

 （訂正前） 

第 78 期 

(自 平成 18 年４月１日 

  至 平成 19 年３月 31 日) 

第 79 期 

(自 平成 19 年４月１日 

   至 平成 20 年３月 31 日) 

 

          

（前 略） 

２日本ビクター株式会社と当社との共同持株会社設立（株式移

転）による経営統合について 

(中 略) 

 ２．株式移転の要旨 

 （１）株式移転の日程 
平成 20 年３月 31 日 定時株主総会基準日 

（両社） 



平成 20 年５月 12 日 株式移転決議取締役会（両
社） 

平成 20 年５月 12 日 統合契約締結（両社） 
 

平成 20 年５月 12 日 株式移転計画書作成 
（両社） 

平成 20 年６月 27 日 ビクター株式移転承認株主
総会（定時） 

平成 20 年６月 27 日 当社株式移転承認株主 
総会（定時） 

平成 20 年７月下旬 
（予定） 

大阪証券取引所上場 
廃止日（ビクター） 

平成 20 年９月 25 日
（予定） 

東京証券取引所上場 
廃止日（両社） 

平成 20 年 10 月１日
（予定） 

共同持株会社設立登記日 
（効力発生日） 

平成 20 年 10 月１日
（予定） 

共同持株会社株式上場日 

平成 20 年 11 月下旬
（予定） 

共同持株会社株券交付日 

（後 略） 

 

（訂正後） 

第 78 期 

(自 平成 18 年４月１日 

  至 平成 19 年３月 31 日) 

第 79 期 

(自 平成 19 年４月１日 

   至 平成 20 年３月 31 日) 

 

          

（前 略） 

２日本ビクター株式会社と当社との共同持株会社設立（株式移

転）による経営統合について 

(中 略) 

 ２．株式移転の要旨 

 （１）株式移転の日程 
平成 20 年３月 31 日 定時株主総会基準日 

（両社） 
平成 20 年５月 12 日 株式移転決議取締役会（両

社） 
平成 20 年５月 12 日 統合契約締結（両社） 

 
平成 20 年５月 12 日 株式移転計画書作成 

（両社） 
平成 20 年６月 27 日 ビクター株式移転承認株主

総会（定時） 
平成 20 年６月 27 日 当社株式移転承認株主 

総会（定時） 
平成 20 年９月 25 日
（予定） 

大阪証券取引所上場 
廃止日（ビクター） 

平成 20 年９月 25 日
（予定） 

東京証券取引所上場 
廃止日（両社） 

平成 20 年 10 月１日
（予定） 

共同持株会社設立登記日 
（効力発生日） 

平成 20 年 10 月１日
（予定） 

共同持株会社株式上場日 

平成 20 年 11 月下旬
（予定） 

共同持株会社株券交付日 

（後 略） 

 

以 上 

 


