
平成25年1月31日

大阪市中央区南船場二丁目３番２号

東洋シヤッター株式会社

代表取締役社長　岡田　敏夫

　　　　当社は、平成25年1月31日開催の取締役会において、会社法第197条第1項に規定する株式（所在不明株主の株式）の売却を決定いたしました。

　　　　つきましては、後記の株主様ご所有株式を売却することに対し異議のある株主様、その他の利害関係人は、平成25年5月2日までに、当社株主

　　　名簿管理人であるみずほ信託銀行株式会社に対しその旨をお申し出くださいますよう、会社法第198条の規定により公告いたします。

　　　　　　　　　　　【異議申述（申出）先】

　　　　　　　　　　　　株主名簿管理人 みずほ信託銀行株式会社

　　　　　　　　　　　　同  連  絡  先 〒168-8507

東京都杉並区和泉二丁目８番４号

みずほ信託銀行株式会社　証券代行部

電話：0120-288-324（フリーダイヤル）

　　　　（注）１．所在不明株主とは、株主名簿に記録された住所に宛てて発した通知または催告が、５年以上継続して到達せず、かつ、継続して

　　　　　　　　　５年間剰余金の配当を受領していない株主をいいます。

　　　        ２．記載に関しては、一般的な都道府県順に配列しております。

以上

所在不明株主の株式売却に関する異議申述公告
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株主番号 氏名または名称 株主名簿上の住所
所有株式数

（単位：株）

000067980 佐藤 恭子 宮城県仙台市青葉区錦町２丁目１－３８Ａ－１０２ 15

000065335 鈴木 藤三郎 宮城県仙台市若林区元茶畑９ 8

000065336 鈴木 啓介 宮城県仙台市若林区元茶畑９ 8

004900157 平野 征彦 茨城県土浦市神立町４１９７ 11

008800157 コーノ塗料株式会社 代表取締役社長 河野裕治 茨城県土浦市桜町３丁目１４－２２ 36

000063402 石崎 由美子 茨城県土浦市真鍋新町１３－８ 8

000064994 落合 功夫 栃木県佐野市天神町８７９－５ 8

000067736 神宮 尚敬 群馬県安中市高別当７３－２ 15

000067503 平田 恒雄 埼玉県さいたま市西区プラザ８２－７ 15

000065593 坂井 幸彦 埼玉県さいたま市浦和区東仲町１７－３川上ビル３０２ 8

000001653 岡野 貴恵子 埼玉県さいたま市岩槻区岩槻２９６４－８ 11

000019295 新沼 光 埼玉県所沢市新郷５９－１－２ 41

000065507 阿部 善次郎 埼玉県所沢市東狭山ケ丘１丁目６３５－１６ 17

000065819 成瀬 三千江 埼玉県加須市旗井３４１－１０ 8

000062614 伊達 良則 埼玉県越谷市大杉１１６－７ 66

000064973 山田 幸子 埼玉県蕨市錦町５丁目２－７－２０１ 8

000067660 永井 長一郎 埼玉県新座市北野３丁目８－３５ 45

000069230 新井 康友 埼玉県三郷市高州１丁目１３４ 30

009400008 西松 一雄 千葉県千葉市登戸町５－２１０ 68

000067374 木村 正 千葉県市川市伊勢宿１７サンハイツ２０３ 15
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株主番号 氏名または名称 株主名簿上の住所
所有株式数

（単位：株）

000067087 宇住 晃治 千葉県市川市菅野１丁目５－１９ 45

000065624 木田 武 千葉県市川市平田４丁目２０－１ 17

000069291 布野 和幸 千葉県市川市本行徳１８－１０若築建設４０６ 30

000062808 沼田 一男 千葉県船橋市習志野台１丁目３２－１８－５０５ 8

000066059 鶴田 弘行 千葉県船橋市三山４丁目３－５ 21

000066672 中島 奉文 千葉県松戸市新松戸３丁目２９６サンライトパストラル１－Ｄ－８０８ 74

000067450 牧野 雅弘 千葉県市原市山田橋８１９－２４ 3

000063456 宮内 武六郎 千葉県浦安市富士見５丁目１１－１７ファミール吹上１０５号 8

000067747 山本 節子 東京都千代田区一番町２－１一番町パークマンション８０３ 15

008800346 千代田デザイン株式会社 代表取締役 真鍋国雄 東京都千代田区神田須田町１丁目１６ 15

008800271 三協美術印刷株式会社 取締役社長 菅生定祥 東京都千代田区神田錦町３丁目６ 74

008800433 有限会社エスアンドエス 代表取締役 杉田貞夫 東京都千代田区東神田１丁目１１－１４ 30

008820003 株式会社六甲企画 代表取締役 清岡敏子 東京都中央区銀座１丁目８－２０ 80

000067975 都築 典子 東京都港区南青山６丁目１２－３－６０６ 15

000065521 川村 則行 東京都文京区白山４丁目２０－１４大久保アパート２０３室 8

008830024 株式会社大塚金属工業 代表取締役 大塚利一 東京都台東区寿３丁目１５－１５ 32

009400001 内藤 一郎 東京都江東区南砂町５－１ 22

000065652 尾崎 義弘 東京都品川区小山台１丁目３－１３ 8

000064896 遠藤 成光 東京都品川区二葉３丁目２－１４ 8

000029108 田畑 敦子 東京都目黒区碑文谷１丁目２－１０－５１２ 32

009400009 羽生 征夫 東京都大田区桜谷町２－３９ 22
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株主番号 氏名または名称 株主名簿上の住所
所有株式数

（単位：株）

008800412 有限会社伊東製紐 代表取締役 伊東長三郎 東京都大田区羽田６丁目２５－４ 15

000016360 吉見 真一郎 東京都大田区南馬込３丁目５－１４ 41

000065369 水島 新作 東京都世田谷区赤堤４丁目１６－１７ 8

009400005 小西 由矩 東京都世田谷区東玉川町３４ 68

000064510 島上 タミ 東京都渋谷区渋谷４丁目３－２７ 8

000065548 池上 治子 東京都渋谷区神宮前６丁目３３－１８ 8

000064815 朝倉 秀樹 東京都中野区本町６丁目４１－３ 2

000068630 勅使河原 常子 東京都豊島区池袋２丁目７ 130

000065671 井口 浩一 東京都豊島区南大塚３丁目１－７田中ビル１０２ 8

000067626 斎藤 豊三 東京都豊島区南長崎６丁目３４－３ 15

000065247 松原 祥三 東京都練馬区旭町３丁目１３－１３ 24

000066078 前田 裕也 東京都練馬区大泉学園町５丁目２３－４ 8

009400004 河村 進之助 東京都練馬区北町１丁目１ 68

000001120 内田 豊 東京都練馬区高松２丁目５－１５田代様方 2

000065561 加藤 哲也 東京都練馬区東大泉７丁目５０－４８ 8

009400006 杉野守 東京都葛飾区本田淡之須町６６ 22

000065994 富塚 キミ 東京都葛飾区新宿１丁目４－２－３０４ 8

000063699 川上 茂 東京都葛飾区細田５丁目２５－１３ 166

008800129 矢田産業株式会社 代表取締役 鶴田弘行 東京都江戸川区西瑞江３丁目２３－５ 21

000067873 氏家 徹 東京都八王子市西寺方町１００１－４ 15

000067719 宮田 豊 東京都調布市染地３丁目１多摩川住宅ホーム３０６ 15
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株主番号 氏名または名称 株主名簿上の住所
所有株式数

（単位：株）

000067800 松浦 明子 東京都小平市上水本町２丁目１６－３ 15

000064358 野方 芳男 神奈川県横浜市中区長者町２丁目５－４夕陽ヶ丘ニュースカイマンション７０４ 30

000067153 土井 雄二 神奈川県横浜市港北区箕輪町２丁目３－２－１０７ 3

000005346 波利摩 健治 神奈川県横浜市旭区二俣川１丁目８２ 185

000066892 鈴木 剛 神奈川県横浜市栄区上之町５－１７ 44

000065970 武藤 侑三 神奈川県横浜市栄区野七里１丁目２－３１６ 8

000064713 木村 皓一 神奈川県横浜市青葉区荏田北２丁目１６－２９ 8

008800148 有限会社叶工業所 専務取締役 飯島康精 神奈川県川崎市川崎区田町３丁目１３－１ 183

000067815 高橋 菊枝 神奈川県川崎市高津区久未４７４－１－３－４０４ 15

000067037 植松 恵子 神奈川県川崎市麻生区王禅寺２２９４－２コンフォールクレール２０１ 45

000026023 丹波 真人 神奈川県相模原市南区上鶴間２４２２クレール町田２０３ 45

000065607 氏家 収 神奈川県茅ヶ崎市東海岸南６丁目６－３９ 8

000069183 堀江 泰助 新潟県三条市本町３丁目４－７ 60

000065728 勝田 俊雄 新潟県上越市福田９８９－１東社宅Ｃ棟１１号 8

000064895 千田 光子 石川県金沢市御影町４－２９庄田ハイツ２０２ 8

000001776 奥村 治郎 石川県小松市荒屋町丁５０－４ 7

000003012 後藤 満子 山梨県甲府市富士見１丁目３－２８富士見マンション５Ａ 3

000063561 倉崎 昌之 岐阜県岐阜市西鏡島３丁目７３－１西鏡島メイゾン１０４号 8

004900066 倉崎 久一 岐阜県岐阜市西鏡島３丁目７３－１西鏡島メイゾン１０４号 58

000001145 打田 正隆 岐阜県恵那市長島町永田大洞３７３－１４独身寮内 1

000001810 加藤 治 静岡県浜松市西区神ケ谷町７００６－２ 7
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株主番号 氏名または名称 株主名簿上の住所
所有株式数

（単位：株）

000065845 柴田 隆 静岡県伊東市富戸１３１７－５３７ 8

000025825 立花 容子 静岡県焼津市道原９７３－８医師宿舎１８号 23

004900214 山田 貫一 愛知県名古屋市港区小碓２丁目３３７ 14

000014395 佐々木 千代子 愛知県名古屋市守山区廿軒家長栄１８３－２ 20

000006872 松本 錦二 愛知県海部郡蟹江町須成須成前１８８３ 77

000067861 赤塚 辰夫 三重県津市上浜町１丁目１４６ 45

000005444 西川 潜 三重県伊勢市黒瀬町１８９５－４ 5

000067859 川辺 宏之 三重県伊勢市吹上２丁目９－２０ 15

000019575 中川 秀俊 三重県松阪市田村町５３８土橋マンション２号 20

000067600 北村 妙子 三重県尾鷲市天満浦長浜１７ 15

000017487 伊東 正美 三重県伊賀市緑ケ丘東町９００－１２ 20

000000421 有竹 一彦 三重県南牟婁郡紀宝町井田２１８９－７６ 22

000001783 カリヤスマサオ 京都府京都市南区上鳥羽大物町４２ 1

000006340 藤原 孝一 京都府京都市南区壬生通八条上る八条町（財）京都府学校給食会内 20

000007130 南 英憲 京都府京都市右京区太秦宮ノ前町２－２２ 4

000006409 舩岡 滋 京都府京都市右京区西京極芝ノ下町８－７８ 114

000064212 岩井 直樹 大阪府大阪市都島区友渕町２丁目８－７－４０１ 90

000064867 中武 留雄 大阪府大阪市都島区都島北通１丁目１４－１１ 37

008800036 株式会社晃生企画 代表取締役 黒沢貞昭 大阪府大阪市東区南久太郎町２丁目１９ハイム船場ビル７０７号 30

000065437 水谷 明美 大阪府大阪市西区堀江３－６－２１－９０５ 8

000065649 川合 敬太郎 大阪府大阪市西区北堀江２丁目１３－４ 8
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株主番号 氏名または名称 株主名簿上の住所
所有株式数

（単位：株）

000068060 宝田 昭子 大阪府大阪市西区新町１丁目３４－２１伸和実業株式会社内 30

000002040 桂 健善 大阪府大阪市天王寺区上本町９丁目５１ 11

000064536 良川 棟昭 大阪府大阪市浪速区浪速東２丁目６－７ 91

009400010 平林 定次 大阪府大阪市西淀川区出来島町１２３ 36

009400003 岡村 喜一郎 大阪府大阪市西淀川区姫島町４－１５ 7

000033043 平松 正典 大阪府大阪市旭区太子橋１丁目２７－１ 54

000019960 藤村 万亀子 大阪府大阪市城東区諏訪４丁目１０－１０ 103

000064856 田中 仁志 大阪府大阪市阿倍野区王子町１丁目１－２４ 8

000064918 林 まち子 大阪府大阪市阿倍野区松虫通１丁目８－１５ 1

000003044 幸田 政一 大阪府大阪市住吉区長居町中３－５６ 6

000064875 森脇 喜代子 大阪府大阪市東住吉区鷹合２丁目１３－３０ 37

000003110 佐々木 和子 大阪府大阪市東住吉区矢田矢田部町西通り６－１６江村正勝様方 18

000064175 田尻 憲一郎 大阪府大阪市鶴見区今津南３丁目１－８－９１６ 8

000065638 中畑 健次 大阪府大阪市鶴見区中茶屋１丁目１６－２１ 8

000065639 中畑 章 大阪府大阪市鶴見区中茶屋１丁目１６－２１ 8

000067742 甲斐 久敏 大阪府大阪市住之江区南港中４丁目７－２４－８１０ 15

000063920 田中 勝文 大阪府大阪市住之江区御崎５丁目８－１２－３０６ 8

000064907 中園 博行 大阪府大阪市平野区加美正覚寺３丁目１４－４５ 24

000064636 岩井 義晶 大阪府大阪市北区兎我野町５－１７ 8

000064637 山田 武士 大阪府大阪市北区兎我野町５－１７ロイヤルマンション３０２岩井様方 8

000067492 吉川 春子 大阪府大阪市北区同心１丁目１－１１－７０６ 15
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株主番号 氏名または名称 株主名簿上の住所
所有株式数

（単位：株）

008800050 株式会社杉本事務所 代表取締役 杉本茂 大阪府大阪市北区中之島５丁目３－６８ロイヤルホテル９１８ 17

000067773 浅野 庄司 大阪府大阪市北区西天満３丁目１－２５－９０８株式会社司有 31

008800446 株式会社天野観光 代表取締役 天野暁子 大阪府大阪市北区西天満４丁目１０－１６日新ビル３１０ 150

000067609 西川 一男 大阪府堺市北区黒土町３９ 91

000066073 鳥山 信清 大阪府池田市空港町１ 121

000066300 鳥山 信清 大阪府池田市空港１丁目７－８ 46

000067701 平田 健 大阪府吹田市高野台３丁目１３－６ 15

000067631 野口 悦男 大阪府高槻市富田町１丁目１１－８ 8

000068127 江端 悦子 大阪府守口市寺方元町２丁目８０ 30

000004875 苗加 修二 大阪府守口市橋波西之町１丁目１０２ 62

000063502 丸山 まつ代 大阪府枚方市東船橋２丁目６－３ 8

000065857 植戸 嘉孝 大阪府茨木市上野町２５－１８ 30

000068291 植戸 玲次 大阪府茨木市上野町２５－１８ 30

000003219 佐和 重信 大阪府茨木市宇野辺１丁目３－２０ 13

008800385 大弘産業株式会社 代表取締役 寺西弘 大阪府茨木市沢良宜西１丁目２－１４ 15

000005307 長谷川 恭子 大阪府八尾市堤町２丁目３０－１０６ 11

000064465 熊野 雅之 大阪府河内長野市長野町６－１５－７０４ 8

000064900 杉本 克栄 大阪府箕面市如意谷２丁目１０－２３ 83

000063963 角川 充弘 大阪府東大阪市西岩田３丁目５－６５シャート八戸ノ里１０６号 8

000067581 野崎 知子 大阪府東大阪市宝持２丁目９－５ 45

000063950 湯川 博 大阪府交野市天野が原町１丁目６－２ 8
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000007500 森本 正春 兵庫県神戸市東灘区本山南町８丁目１－１－５０１ 4

000002222 川上 忠徳 兵庫県神戸市長田区大道通１丁目１０ 123

000005633 野村 正春 兵庫県神戸市北区有野台６丁目９－４ 83

000067297 甲佐 竹子 兵庫県神戸市北区長尾町宅原２７９６仮設北神戸第６住宅８０１号 15

000067878 富永 滝子 兵庫県神戸市中央区山本通２丁目２－２－３０５ 91

000067950 山田 悦子 兵庫県神戸市中央区山本通４丁目１５－２４ 30

009400002 江口 親徳 兵庫県尼崎市神田北通４丁目１０２１ 22

000002377 木村弘 兵庫県尼崎市西大物町７５ 65

000000225 青山 鐘吾 兵庫県尼崎市南清水川向２０－１ 162

009400007 谷口 敬晴 兵庫県西宮市鳴尾町小松東台１２ 7

003900464 岩住 幸郎 兵庫県芦屋市奥池南町１８－１５ 69

000013860 吉見 貞夫 兵庫県芦屋市楠町１－８－２０６ 51

000065436 西水 美智 兵庫県伊丹市安堂寺町１丁目１４４ 8

000004980 中島 基喜 兵庫県伊丹市西野芝の小松原２－３県住１０９号 4

000007910 横田 光男 兵庫県加古川市平岡町新在家１７４５－３２５ 23

000005788 浜田 正久 兵庫県宝塚市栄町２丁目１０－１２ 35

000013541 蜂須賀 佳香 兵庫県川西市向陽台３丁目５－１００ 60

000069102 笹田 信五 兵庫県淡路市志筑１９２６－５０ 30

000044264 徳見 正男 兵庫県飾磨郡夢前町管生谷新在家１４８－９ 8

000004622 辻本 公一 奈良県奈良市藤原台３１－３９ 189

000064110 杉本 忠夫 奈良県奈良市大安寺出口町９７７ 8

9/11



株主番号 氏名または名称 株主名簿上の住所
所有株式数

（単位：株）

000066111 山田 義秀 奈良県大和高田市神楽３丁目９－３ 74

004900188 三木 納 奈良県大和郡山市小泉町１５４６ 40

000054170 川村 トミ子 奈良県大和郡山市野垣内町１１４－２ 8

000067885 野崎 スミ子 和歌山県海南市名高４６ 31

000066940 山下 敏子 岡山県赤磐市桜が丘西４丁目１７－１６ 29

000007721 山下 令郎 岡山県久米郡美咲町安井 22

000067151 岡野 文幸 広島県広島市東区戸坂桜東町８－７ 3

003900463 重広 栄則 広島県広島市西区草津梅が台１３－１４－３０４ 30

000063327 関 幸子 広島県広島市西区鈴が峰町３４－２１ 8

000063886 関 繁人 広島県広島市西区鈴が峰町３４－２１ 83

000063887 関 依理子 広島県広島市西区鈴が峰町３４－２１ 8

000002195 狩山 健二 山口県岩国市錦見７丁目１１－２９ 33

000063343 宮原 聡 香川県高松市屋島西町２２９３－３－１０４ 30

000063564 宮原 しのぶ 香川県高松市屋島西町２２９３－３－１０４ 30

000063565 宮原 ヤスエ 香川県高松市屋島西町２２９３－３－１０４ 30

000063833 篠沢 照治 愛媛県八幡浜市五反田川舞 1

000063718 山城 光儀 福岡県北九州市戸畑区千防３丁目１９－１１ 3

000003909 鈴木 恵美子 福岡県福岡市中央区白金２丁目６－１４ 45

008800250 西ビルタクシー株式会社 代表取締役 鎌田智雄 福岡県福岡市中央区天神３丁目１４－１０ 8

000063067 古山 正人 福岡県福岡市南区長住３丁目１２－３０３ 8

000038945 酒井 勝行 福岡県福岡市南区弥永１丁目１０－２ 18
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000067664 岩崎 安人 福岡県大野城市乙金台１丁目１１－１６ 15

008800163 若杉運輸有限会社 代表取締役 宮崎ハル 福岡県太宰府市北谷８６８－１１５ 8

000068053 渡辺 百合子 大分県日田市石井石井町２丁目５７２－１１ 90

000065524 内村 雅安 宮崎県宮崎市赤江２６１ロードハウス１１１号 8

000007844 山本 広次 宮崎県東諸県郡高岡町瀬越金丸兼夫様方 22
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