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１【提出理由】
　平成26年５月26日に提出いたしました第19期（自　平成25年３月１日　至　平成26年２月28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、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するもので

あります。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第４　提出会社の状況

５　役員の状況

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
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第一部【企業情報】

第４【提出会社の状況】

５【役員の状況】

　　（訂正前）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

（省略）

常勤監査役 ― 大曽根　三郎 昭和24年12月26日生

  
昭和45年２月 株式会社帝国ホテル入社

平成12年６月 同社帝国ホテル大阪　管理部長

平成14年８月 同社帝国ホテル大阪　接遇部長

平成17年６月 同社情報システム部長

平成19年10月 当社入社 人事総務部部長
 

(注）２ 37,700

監査役 ― 浅野　哲司 昭和42年10月20日生

 
平成６年８月 鎌田史郎税理士事務所 入所

平成９年９月 税理士登録

 浅野哲司税理士事務所 設立

平成15年５月 有限会社鎌田経営センター取締役

平成16年５月 当社 常勤監査役

平成17年５月 当社 取締役管理本部長

平成17年11月 当社 取締役内部監査室長

平成20年３月 当社 取締役（内部監査室長退任)

平成20年５月 当社 監査役（現任）
 

(注）３ 18,600

監査役 ― 石田　晴彦 昭和31年12月12日生

 
昭和55年４月 村上正一司法書士事務所 入所

昭和56年９月 佐藤政幸司法書士事務所 入所

昭和61年12月 石田晴彦司法書士事務所 所長

（現任）

平成17年11月 当社 監査役就任（現任）
 

(注）２ 5,600

監査役 ― 丹羽　喜裕 昭和43年4月２日生

 
平成５年10月 監査法人トーマツ名古屋事務所

入所（現 有限責任監査法人トーマ

ツ）

平成９年10月 丹羽会計事務所 設立

（現 税理士法人ウィン）代表社員　

（現任）

平成16年４月 ジャパンベストレスキューシステム

株式会社 社外監査役（現任）

平成16年11月 株式会社アトリエ・フェリーク

（現 株式会社ロハム）

代表取締役（現任）

平成16年12月 株式会社オリエントパートナーズ　

代表取締役（現任）

平成17年９月 ティー・ハンズオンインベストメン

ト株式会社 取締役（現任）

平成18年９月 株式会社SORA　代表取締役

平成19年５月 当社 監査役就任（現任）
 

(注）２ 35,600

    計 2,000,400

　（注）　（省略）
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　　（訂正後）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

（省略）

常勤監査役 ― 大曽根　三郎 昭和24年12月26日生

  
昭和45年２月 株式会社帝国ホテル入社

平成12年６月 同社帝国ホテル大阪　管理部長

平成14年８月 同社帝国ホテル大阪　接遇部長

平成17年６月 同社情報システム部長

平成19年10月 当社入社 人事総務部部長
 

(注）２ ―

監査役 ― 浅野　哲司 昭和42年10月20日生

 
平成６年８月 鎌田史郎税理士事務所 入所

平成９年９月 税理士登録

 浅野哲司税理士事務所 設立

平成15年５月 有限会社鎌田経営センター取締役

平成16年５月 当社 常勤監査役

平成17年５月 当社 取締役管理本部長

平成17年11月 当社 取締役内部監査室長

平成20年３月 当社 取締役（内部監査室長退任)

平成20年５月 当社 監査役（現任）
 

(注）３ 18,600

監査役 ― 石田　晴彦 昭和31年12月12日生

 
昭和55年４月 村上正一司法書士事務所 入所

昭和56年９月 佐藤政幸司法書士事務所 入所

昭和61年12月 石田晴彦司法書士事務所 所長

（現任）

平成17年11月 当社 監査役就任（現任）
 

(注）２ ―

監査役 ― 丹羽　喜裕 昭和43年4月２日生

 
平成５年10月 監査法人トーマツ名古屋事務所

入所（現 有限責任監査法人トーマ

ツ）

平成９年10月 丹羽会計事務所 設立

（現 税理士法人ウィン）代表社員　

（現任）

平成16年４月 ジャパンベストレスキューシステム

株式会社 社外監査役（現任）

平成16年11月 株式会社アトリエ・フェリーク

（現 株式会社ロハム）

代表取締役（現任）

平成16年12月 株式会社オリエントパートナーズ　

代表取締役（現任）

平成17年９月 ティー・ハンズオンインベストメン

ト株式会社 取締役（現任）

平成18年９月 株式会社SORA　代表取締役

平成19年５月 当社 監査役就任（現任）
 

(注）２ 35,600

    計 1,957,100

　（注）　（省略）
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