
【表紙】

【提出書類】 訂正報告書

【根拠条文】 法第27条の25第3項

【提出先】 近畿財務局長

【氏名又は名称】 株式会社滋慶　代表取締役　田仲豊徳

【住所又は本店所在地】 大阪市中央区島之内一丁目10-15

【報告義務発生日】 該当事項なし

【提出日】 平成28年9月16日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 該当事項なし

【提出形態】 該当事項なし

【変更報告書提出事由】 該当事項なし
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【発行者に関する事項】

発行者の名称 インスペック株式会社

証券コード 6656

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京証券取引所

【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 株式会社滋慶

住所又は本店所在地 大阪市中央区島之内一丁目10番15号

事務上の連絡先及び担当者名 株式会社滋慶サービス　財務会計事業部　江嶋　俊治

電話番号 06-6245-3303

２【提出者（大量保有者）／２】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 株式会社国際教育センター

住所又は本店所在地 大阪市中央区島之内1丁目10番15号

事務上の連絡先及び担当者名 株式会社滋慶サービス　財務会計事業部　江嶋　俊治

電話番号 06-6245-3303

３【提出者（大量保有者）／３】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 株式会社ユープランニング

住所又は本店所在地 大阪市中央区島之内1丁目11番30号

事務上の連絡先及び担当者名 株式会社滋慶サービス　財務会計事業部　江嶋　俊治

電話番号 06-6245-3303

【訂正事項】

訂正される報告書名 変更報告書1

訂正される報告書の報告義務発生日 平成28年9月2日

訂正箇所
平成28年9月6日に提出しました変更報告書１(正しくは変更報告書２）の記載
の一部に誤り及び委任状の添付漏れがありましたので、これを訂正します。

（訂正前）

【表紙】

【提出書類】 変更報告書1

（訂正後）

【表紙】

【提出書類】 変更報告書2
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（訂正前）
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 法人

氏名又は名称 株式会社滋慶

住所又は本店所在地 大阪市中央区島之内一丁目10番15号

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

（訂正後）
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 法人（株式会社）

氏名又は名称 株式会社滋慶

住所又は本店所在地 大阪市中央区島之内一丁目10番15号

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

（訂正前）
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成28年9月6日現在）
V 2,601,800

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
8.81

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
10.43

（訂正後）
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成28年9月2日現在）
V 2,601,800

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
8.81

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
10.43
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（訂正前）
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（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28年8月19日 普通 3,000 0.12 市場内 処分 1128

平成28年9月1日 普通 6,000 0.23 市場内 処分 1294

平成28年9月2日 普通 33,000 1.27 市場内 処分 1534

（訂正後）
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（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28年8月19日 普通 3,000 0.12 市場内 処分

平成28年9月1日 普通 6,000 0.23 市場内 処分

平成28年9月2日 普通 33,000 1.27 市場内 処分

（訂正前）
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者は、発行者と締結した平成25年10月4日付け資本提携契約書（以下、「本契約」という。）において、以下の合意をし
ている。

・提出者は本契約に基づき取得した発行者の株式につき、平成25年10月22日から1年を経過するまでの間（以下、「制限期
間」という。）は、原則として第三者への譲渡、担保権設定その他の処分（以下、「第三者処分等」という。）を行わないも
のとする。ただし、制限期間に一度でも第三者割当単価に対して2倍の株価がついた場合は解除できるものとするが、制限期
間中は第三者割当単価の2倍以下の株価では売却を行わない。

（訂正後）
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項無し

（訂正前）
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（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） 100,012

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳 平成２５年１１月１日付にて株式分割（１：１００）により268,587株を取得

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 100,012
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（訂正後）
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（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） 100,012

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

平成２５年１１月１日付にて株式分割（１：１００）により268,587株を取得

株式分割分より平成２８年８月１９日付けにて3,000株を処分

株式分割分より平成２８年９月１日付けにて6,000株を処分

株式分割分より平成２８年９月２日付けにて33,000株を処分

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 100,012

（訂正前）
第２【提出者に関する事項】
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 法人

氏名又は名称 株式会社国際教育センター

住所又は本店所在地 大阪市中央区島之内1丁目10番15号

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

（訂正後）
第２【提出者に関する事項】
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 法人（株式会社）

氏名又は名称 株式会社国際教育センター

住所又は本店所在地 大阪市中央区島之内1丁目10番15号

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

（訂正前）
第２【提出者に関する事項】
２【提出者（大量保有者）／２】

（３）【重要提案行為等】

（訂正後）
第２【提出者に関する事項】
２【提出者（大量保有者）／２】

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし
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（訂正前）
第２【提出者に関する事項】
２【提出者（大量保有者）／２】

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成28年9月6日現在）
V 2,601,800

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
3.26

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）

（訂正後）
第２【提出者に関する事項】
２【提出者（大量保有者）／２】

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成28年9月2日現在）
V 2,601,800

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
3.26

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
3.26

（訂正前）
第２【提出者に関する事項】
２【提出者（大量保有者）／２】

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

（訂正後）
第２【提出者に関する事項】
２【提出者（大量保有者）／２】

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項無し

（訂正前）
第２【提出者に関する事項】
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

氏名又は名称 株式会社ユープランニング

住所又は本店所在地 大阪市中央区島之内1丁目11番30号

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地
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（訂正後）
第２【提出者に関する事項】
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 株式会社ユープランニング

住所又は本店所在地 大阪市中央区島之内1丁目11番30号

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

（訂正前）
第２【提出者に関する事項】
３【提出者（大量保有者）／３】

（３）【重要提案行為等】

（訂正後）
第２【提出者に関する事項】
３【提出者（大量保有者）／３】

（３）【重要提案行為等】

該当事項無し

（訂正前）
第２【提出者に関する事項】
３【提出者（大量保有者）／３】

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成28年9月6日現在）
V 2,601,800

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
2.87

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）

（訂正後）
第２【提出者に関する事項】
３【提出者（大量保有者）／３】

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成28年9月2日現在）
V 2,601,800

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
2.87

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
3.26
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（訂正前）
第２【提出者に関する事項】
３【提出者（大量保有者）／３】

（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28年9月2日 普通 10,000 0.38 市場内 処分 1534

（訂正後）
第２【提出者に関する事項】
３【提出者（大量保有者）／３】

（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28年9月2日 普通 10,000 0.38 市場内 処分

（訂正前）
第２【提出者に関する事項】
３【提出者（大量保有者）／３】

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

（訂正後）
第２【提出者に関する事項】
３【提出者（大量保有者）／３】

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項無し

（訂正前）
第２【提出者に関する事項】
３【提出者（大量保有者）／３】

（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） 49,973

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） 49,973

（訂正後）
第２【提出者に関する事項】
３【提出者（大量保有者）／３】

（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） 44,073

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） 44,073
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（訂正前）
第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成28年9月6日現在）
V 2,601,800

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
14.94

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
16.94

（訂正後）
第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成28年9月2日現在）
V 2,601,800

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
14.94

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
16.94
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