
　当社は、平成２４年８月２７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２４年１１月３０日までに、当社株主
名簿管理人である三菱ＵＦＪ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。
　なお、売却代金は当社で１０年間お預かりし、その間にお申し出のあった株主様には当該売却代金をお支払いいたします。

　（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年間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、一般的な都道府県コード順に配列しております。

株主番号 氏名または名称
所有株式数
(単位：株)

06455500 神　代　　竜　彦 北海道 旭川市二条通６丁目右５号 33

10370000 小　林　　聖　寿 北海道 帯広市西五条南２６丁目１４ 33

16044750 田　所　　　律 栃木県 安蘇郡葛生町天神 10

16554000 高　橋　　与　吉 埼玉県 北足立郡蕨４４０７上田玉治様方 3

03001000 宇　井　　久三郎 千葉県 市川市湊３６２三東第三マンション６０７号 100

05538100 岡　田　　　博 千葉県 市川市北方１丁目２４９ 11

46014000 和　田　　　孟 千葉県 千葉市中央区院内町１６４ 22

　　　　　　　　　　　　　　　株主名簿管理人　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
　　　　　　　　　　　　　　【異議申述（申出）先】

平成２４年８月２８日

　　　　　　　　　大阪市中央区瓦町三丁目１番４号
　　　　　　　　　株式会社トーア紡コーポレーション

　　　　　　　　　代表取締役社長　谷　賀寿則

株主名簿上の住所

記

所在不明株主の株式売却に関する異議申述の公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　０１２０－０９４－７７７（通話料無料）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　大阪証券代行部
　　　　　　　　　　　　　　　同連絡先　　　　〒５４１－８５０２　大阪市中央区伏見町三丁目６番３号
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株主番号 氏名または名称
所有株式数
(単位：株)

株主名簿上の住所

01024000 相　馬　　秀　子 東京都 世田谷区赤堤２丁目４０―９ 70

01410000 新　田　　義　興 東京都 文京区駒込千駄木町５１ 5

02536300 石　井　　利　昭 東京都 北区中里町８５野村様方 55

05184000 大　島　　正　巳 東京都 荒川区東日暮里５丁目４４―１ 33

05409000 大　森　　　剛 東京都 渋谷区渋谷１丁目１５―５ 1

06450000 鎌　田　　節　子 東京都 世田谷区世田谷２丁目１４４６ 18

07409500 清　水　　繁　雄 東京都 世田谷区玉川用賀町２丁目２０５ 1

10319000 小　畠　　義　種 東京都 新宿区富久町５２ 2

11181700 斎　藤　　　実 東京都 中野区南台５丁目２６―１５ 1

11226000 坂　井　　邦　行 東京都 新宿区原町３丁目５７ 5

13055300 菅　原　　義　和 東京都 千代田区神田岩本町３―１０―１２竹島ビル４０５号 1

15030000 染　谷　　浩　支 東京都 葛飾区新宿町４丁目８７４ 1

18270500 鶴　田　　良　治 東京都 荒川区日暮里３丁目８０８ 55

19042000 寺　沢　　すみえ 東京都 練馬区豊玉中町３―２３ 292

21199500 中　島　　桂一郎 東京都 世田谷区上野毛４丁目２３―１１ 100

90003184 林　　　　三重子 東京都 板橋区板橋３丁目１１―６ 1

30062000 堀　　　　正　人 東京都 品川区北品川４丁目７―３７―６２１ 74

31227200 俣　野　　喜美代 東京都 目黒区中目黒２丁目４９０ 1

31532000 松　本　　千　世 東京都 大田区田園調布４丁目２０３ 2

31531000 松　本　　多　世 東京都 大田区田園調布４丁目２０３ 1
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株主番号 氏名または名称
所有株式数
(単位：株)

株主名簿上の住所

32267000 皆　川　　徳　蔵 東京都 目黒区碑文谷５丁目２５―９メゾン柿の木坂４０３ 1

47051000
包装政経新聞社
代表者　楠　三郎

東京都 港区南青山３丁目１４―２６ 5

90021871 井　上　　義　文 神奈川県 川崎市高津区下作延８３３―４０４ 1,000

24002000 根　岸　　寛　三 神奈川県 小田原市緑町４丁目８０３ 2

36130000 安　斉　　ス　ギ 神奈川県 鎌倉市坂ノ下１３１ 100

02156000 伊　丹　　林三郎 新潟県 長岡市袋町２丁目 60

05708000 奥　　　　正　文 富山県 高岡市幸町１３４ 146

16643000 高　柳　　ノ　ブ 富山県 富山市五福五区３５０３ 100

03158500 上　山　　静　枝 石川県 金沢市尾張町１丁目５―５ 10

05214500 大　谷　　石　造 石川県 小松市龍助町４（株）大谷商店内 110

21088500 中　川　　　晃 石川県 金沢市橋場町２４―２砂崎商店内 110

21686000 長谷川　　清　彰 石川県 七尾市本府中町ヨ４２―３ 4

22159000 西　田　　四　郎 石川県 江沼郡大聖寺町耳聞山１０３ 13

31356000 松　下　　正　一 石川県 金沢市扇町１４―１９ 440

06456300 神　田　　孝　一 岐阜県 恵那市大井町３１１―２ 10

07465500 桐　山　　広　光 岐阜県 大垣市静里町１７２４ 100

10376000 小　林　　そ　う 岐阜県 揖斐郡春日村川合川村源七様方 52

16414000 高　木　　堯太郎 岐阜県 関市日ノ出町 44

18052000 塚　村　　市右エ門 岐阜県 大垣市禾森町東繩１８４８―５ 70

21771000 成　田　　栄太郎 岐阜県 大垣市寺内町 115
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株主番号 氏名または名称
所有株式数
(単位：株)

株主名簿上の住所

22161000 西　田　　英　夫 岐阜県 大垣市藤江町７丁目 1,197

22162000 西　田　　秀　夫 岐阜県 大垣市藤江町７丁目 133

26304000 早　野　　　靖 岐阜県 大垣市荒川町１８１ 12

26486000 春　日　　重　吉 岐阜県 岐阜市松山町１ 2

28468000 古　田　　稲　吾 岐阜県 加茂郡八百津町３９８２ 400

35126000 森　　　　加津子 岐阜県 大垣市東外側町 5

31370100 松　下　　寿美子 静岡県 浜松市中区細島町８ 500

02232000 伊　藤　　綾　子 愛知県 名古屋市瑞穂区川澄町１丁目８伊藤順次郎様方 8

02577000 石　川　　末　松 愛知県 名古屋市南区鳴浜町１丁目４８ 60

05433200 大　藪　　勝　隆 愛知県 名古屋市熱田区六番町３丁目２幸島ビル３階３１７ 1

90007547 杉　本　　達　哉 愛知県 刈谷市中手町４丁目４１５グローリアス刈谷２０１ 1,000

21770000 成　田　　幸　人 愛知県 名古屋市昭和区御器所町９丁目２１成田清松様方 2

30140000 堀　田　　　実 愛知県 名古屋市中区菅原町３丁目８堀井常吉様方 110

31032000 間　瀬　　安右衛門 愛知県 半田市亀崎池留２０ 468

32004000 三　浦　　こ　う 愛知県 名古屋市北区上飯田東町１丁目１５ 146

32109000 三　輪　　輝　明 愛知県 津島市天王通り５丁目 5

32347000 宮　川　　正　義 愛知県 名古屋市北区杉栄町２丁目３８ 5

35142000 森　岡　　俊　男 愛知県 一宮市野口２丁目１１―２５ 4

36460000 山　田　　徳　一 愛知県 愛知郡豊明町沓掛新田郷中８６ 665

36717000 山　本　　敏　子 愛知県 名古屋市千種区丘上町１丁目４ 98
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株主番号 氏名または名称
所有株式数
(単位：株)

株主名簿上の住所

40169000 吉　田　　万　次 愛知県 一宮市新柳通１丁目２０ 565

40275000 吉　野　　重　雄 愛知県 守山市守山１２―１５７ 13

90006575
ヤマニ産業株式会社
代表取締役　寺尾　勝己

愛知県 名古屋市守山区川宮町３８５ 1,000

20034000 刀　根　　儀　雄 三重県 松阪市猟師町１７ 12

22262000 西　村　　絹　子 三重県 亀山市本町６０４ 5

26285000 早　川　　清　一 三重県 四日市市城東町５―１４ 10

26386000 林　　　　弘　美 三重県 四日市市中川原町７３５ 33

90006449 藤　井　　由　弘 三重県 四日市市羽津町２２―３７ 1,000

07324000 北　原　　敬　吉 滋賀県 彦根市鳥居本町１７１０大成鉱山寮内 1

26300000 早　瀬　　善　助 滋賀県 大津市東松ケ枝町１０６０ 13

36636000 山野上　　　嵒 滋賀県 東近江市下岸本町２４３ 60

20081000 殿　井　　達　子 京都府 京都市上京区室町今出川上ル 210

30078500 堀　内　　安　枝 京都府 京都市左京区北白川山ノ元町３０―１０ 13

32429000 宮　本　　ふ志ゑ 京都府 京都市中京区西ノ京馬代町１２―１９ 6

01028000 相　原　　美　子 大阪府 守口市金下町２丁目１００１ 8

01233300 浅　野　　庄　司 大阪府 大阪市旭区大宮西ノ町７丁目１２４ 2

02391000 飯　森　　勝　美 大阪府 大阪市生野区田島２丁目１９ 12

02579000 石　川　　裕　文 大阪府 堺市北榎町２丁目１４ 2

05078000 大　今　　美　子 大阪府 堺市堺区市之町東３丁２０ 68

05521250 岡　崎　　茂　晴 大阪府 八尾市山本５６４ 3
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株主番号 氏名または名称
所有株式数
(単位：株)

株主名簿上の住所

05754500 奥　田　　田鶴子 大阪府 大阪市港区八幡屋大通リ２ 88

05724600 奥　田　　吉　彦 大阪府 大阪市旭区大宮西ノ町７丁目１２４ 2

05770000 奥　野　　音　松 大阪府 泉北郡忠岡町馬瀬 96

06147000 加守田　　　始 大阪府 岸和田市吉井町１５５ 17

06216500 柏　木　　喜　治 大阪府 大阪市東淀川区上新庄町３―８５有箕荘内 100

06266000 数　井　　政　子 大阪府 大阪市東住吉区田辺本町１丁目３ 24

06344000 勝　山　　正　彦 大阪府 富田林市北大伴 242

06376200 金　子　　幸　正 大阪府 大阪市東淀川区三国町９４４ 30

06410500 金　房　　恭　三 大阪府 大阪市東区北久宝寺町４丁目２３（株）豊久商店内 110

06410700 金　房　　しづ子 大阪府 大阪市西区京町堀上通２丁目２５ 55

06435500 釜　野　　正　子 大阪府 泉大津市菅原町３２ 8

07024000 木　下　　勇　治 大阪府 大阪市東淀川区西三国町２丁目８２ 321

07269000 北　川　　捨　蔵 大阪府 大阪市住吉区南加賀屋町４４６ 4

07287000 北　条　　宗　三 大阪府 大阪市住吉区万代東４丁目１ 8

08054000 久　米　　広　美 大阪府 高槻市大字西面１２４―１―１９―４０３ 11

09000500 毛　利　　　敞 大阪府 大阪市旭区大宮西ノ町７丁目１２４ 2

10112000 小　倉　　三恵子 大阪府 吹田市二ツ池町１４４２ 133

10231001 小　谷　　晃　成 大阪府 大阪市東区今橋２丁目３３大谷証券（株）内 50

10342000 小　林　　正　夫 大阪府 大阪市東区南久太郎町３丁目４３森清（株）内 55

11033000 佐々木　　数　夫 大阪府 大阪市旭区大宮西之町７丁目１２４ 2
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株主番号 氏名または名称
所有株式数
(単位：株)

株主名簿上の住所

03215000 魚　崎　　嘉三郎 大阪府 八尾市山本 4

12145000 柴　田　　善　子 大阪府 岸和田市野田町５８ 1

12162000 柴　原　　卯一郎 大阪府 河内長野市木戸町２７８―１９ 11

13114000 杉　原　　康　之 大阪府 大阪市城東区鴫野東２丁目８６ 100

13285000 砂　原　　久　吉 大阪府 泉北郡忠岡町忠岡 73

13296000 角　田　　竹　夫 大阪府 堺市堺区浅香山町３丁１５ 20

16624000 高　松　　賢　一 大阪府 堺市北区金岡町１４２３中百舌鳥公団住宅１号館１１６号 40

16792000 竹　村　　伊三郎 大阪府 富田林市大字彼方１３０３―１楠風台３―１０３ 19

16801000 竹　森　　　博 大阪府 大阪市西区靱南通２丁目２１ 762

16881000 立　花　　増次郎 大阪府 泉北郡忠岡町馬瀬 96

16912800 建　部　　静　男 大阪府 大阪市東淀川区塚本町６丁目４５大井証券淀川寮内 11

16971000 玉　城　　恒次郎 大阪府 大阪市東成区大今里北之町２丁目２　５２ 605

18001000 対　馬　　良　三 大阪府 羽曳野市羽曳山２７７ 60

18054000 塚　本　　親　治 大阪府 泉大津市田中町８丁目１９池田徳松様方 82

19045000 寺　島　　栄　子 大阪府 寝屋川市豊野町１０―２０ 400

19049000 寺　田　　　潔 大阪府 泉大津市田中町３４武田証券株式会社泉大津出張所内 75

20058000 徳　田　　泰　子 大阪府 大阪市東住吉区平野元町３丁目２０武部熊治郎様方 55

20069000 徳　野　　藤太郎 大阪府 泉南郡樽井町１９３５ 60

21335000 中　野　　留　吉 大阪府 泉北郡高石町南 14

25066000 野　林　　　隆 大阪府 大阪市北区芝田町２２ 220
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株主番号 氏名または名称
所有株式数
(単位：株)

株主名簿上の住所

26062000 橋　爪　　正　樹 大阪府 中河内郡柏原町市村大阪府職員寮内 1

27136000 百　田　　秀　男 大阪府 大阪市住吉区墨江東７丁目８５ 10

27193000 平　沢　　ひろみ 大阪府 大阪市住吉区粉浜本町４丁目１０ 5

28378500 藤　本　　素　一 大阪府 茨木市沢良宜東町１第３―４ 5

28401000 淵　上　　芳太郎 大阪府 大阪市東住吉区桑津町４丁目９ 30

28471000 古　谷　　　巌 大阪府 河内長野市木戸町 585

30012000 星　野　　修　観 大阪府 豊中市福井１０６ 121

30147000 堀　田　　公　枝 大阪府 堺市堺区五月町７丁３１ 26

31027000 間　瀬　　恵　子 大阪府 大阪市浪速区稲荷町８９６塩草鉄筋住宅３―１９ 2

31026000 間　瀬　　静　枝 大阪府 大阪市浪速区稲荷町８９６塩草鉄筋住宅３―１９ 3

32152000 水　車　　幸　夫 大阪府 大阪市旭区千林１丁目４―２４ 121

32240000 道　斉　　松太郎 大阪府 岸和田市野田町１０２ 100

32417000 宮　本　　忠　雄 大阪府 大阪市旭区大宮西ノ町７丁目１２４ 2

33035000 村　上　　良　蔵 大阪府 大阪市城東区西鴫野６丁目３２ 11

35094500 森　　　　茂　行 大阪府 大阪市東住吉区平野馬場町４３６ 110

35167000 森　重　　吉　春 大阪府 大阪市都島区友渕町１丁目２―１０ 106

35230000 森　村　　　熈 大阪府 豊中市穂積１２４３―３ 10

36205000 安　明　　カヅ子 大阪府 泉北郡忠岡町１３１０ 18

36204000 安　明　　兼　正 大阪府 泉北郡忠岡町１３１０ 8

36244000 薮　内　　　博 大阪府 大阪市旭区大宮町３丁目２５ 1
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36328400 山　口　　秀　夫 大阪府 寝屋川市香里西ノ町９―３１ 200

40038500 横　田　　政太郎 大阪府 堺市北区百舌鳥西之町４２６ 5

44001000 廉　林　　敬一郎 大阪府 泉北郡南池田村浦田 13

46037000 和　田　　政　瑠 大阪府 泉北郡忠岡町２５ 1,334

46148000 渡　辺　　健　次 大阪府 大阪市西区西長堀南通４丁目９渡辺明直様方 68

46203000 渡　辺　　ハギノ 大阪府 大阪市西区西長堀南通４丁目９渡辺明直様方 33

90014030
大華証券株式会社
取締役社長　　眞鍋　毅

大阪府 大阪市中央区今橋３丁目１―７ 1,000

70030500
ナニワ観光事業株式会社
代表取締役　加藤　三千子

大阪府 大阪市南区笠屋町７ 110

02643000 石　橋　　吉　蔵 兵庫県 西宮市甲子園口３丁目１７４ 110

02781500 市　川　　百合子 兵庫県 宝塚市武庫山２丁目１―１０ 10

05025000 尾　関　　好　良 兵庫県 宝塚市米谷１丁目３７―１４ 11

05366000 大　畑　　静　子 兵庫県 姫路市下寺町７８ 6

05588000 岡　田　　喜代松 兵庫県 尼崎市神田北通３丁目３９尼崎東宝内 138

05649000 岡　本　　道　子 兵庫県 尼崎市潮江字前田４ 26

07450000 京　崎　　公　子 兵庫県 多可郡八千代町坂本 268

08188000 栗　原　　君　子 兵庫県 宝塚市売布２丁目１２―１１ 2

10565000 甲　斐　　ふく子 兵庫県 芦屋市翠ケ丘町３―１１ 124

10603200 近　江　　道　子 兵庫県 芦屋市岩園町甲南団地１５―２藤田民夫様方 1

16449000 高　島　　敏　造 兵庫県 武庫郡本山村森８３保富武男様方 8

18028000 津　田　　パウロ 兵庫県 西宮市仁川五ケ山町１８０ 23
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21450000 中　村　　菊　香 兵庫県 芦屋市六麓荘町１４５ 75

22259000 西　村　　篤　子 兵庫県 西宮市鳴尾町西鳴開１丁目３ 53

26124000 畑　　　　孝　夫 兵庫県 西宮市甲子園口３丁目２４６ 5

27197000 平　田　　幸　一 兵庫県 川西市山原 115

31289000 松　尾　　泰　明 兵庫県 神戸市東灘区住吉町小林１７８７プライムハイツ５１９号 200

32288000 南　　　　佐智子 兵庫県 西宮市段上新田７６ 48

46032000 和　田　　堯　弘 兵庫県 宝塚市中筋山手１丁目８―１２ 8

46080000 若　原　　兼太郎 兵庫県 姫路市飾磨区川内細江６５８ 119

07001000 已　波　　嘉一郎 奈良県 奈良市芝辻中町 50

40251300 吉　田　　奈美子 奈良県 奈良市二名町４１５０　５Ｆ５―４０５ 11

01087000 赤　井　　扶　美 和歌山県 和歌山市有本７１７ 5

26229600 花　道　　種　八 和歌山県 和歌山市納定１５ 300

07384000 君　野　　正　明 鳥取県 八頭郡若桜町若桜 13

06417000 金　光　　鹿　造 岡山県 岡山市上石井１８５ 100

31011000 真　田　　徳太郎 岡山県 倉敷市玉島黒崎７２００ 22

36189500 安　藤　　善　教 岡山県 真庭市上江川１１８０ 55

11340000 榊　原　　ハ　ル 広島県 福山市吉津町２９７ 8

16293500 田　村　　藤　七 広島県 広島市宇品町本通り５丁目 605

21319000 中　根　　一　枝 広島県 府中市出口町８８３ 1,000

27247000
平　林　　庸　生
親権者　平林キミエ

広島県 広島市出汐町３７ 16
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31465000 松　村　　亀　一 広島県 呉市宮原通６丁目８７―６ 146

01194000 浅　海　　松次郎 山口県 防府市三田尻堀口通り２丁目岩本信男様方 1

05224000 大　谷　　葉　子 山口県 萩市大字上五間町 24

07129000 木　村　　清　美 山口県 岩国市元町４丁目１２―２ 23

90002185 伊　藤　　節　子 愛媛県 新居浜市南小松原町１２―１０ 375

06654000 川　辺　　健太朗 愛媛県 松山市天山町３６４―６ 10

07086000 木　原　　テルヨ 愛媛県 今治市常盤町１丁目 26

07260000 北　岡　　一　三 高知県 南国市田村５２３ 110

16004000 田　内　　栄　馬 高知県 高知市桝形１２―３ 5

18226000 堤　　　　トシ子 福岡県 福岡市瓦町４０ 145

27042000 樋　口　　清　蔵 佐賀県 佐賀市大財町１９０ 5

26357000 林　　　　兼　作 熊本県 熊本市新屋敷町９０ 11

以　上
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