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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成26年６月30日に提出いたしました第８期（自　平成25年４月1日　至　平成26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、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。

また取締役の序列（記載順）も変更しております。
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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)

代表取締役

社長
― 檜　垣　周　作 昭和51年１月13日

平成11年４月 アサヒビール株式会社　入社

(注)３ ─

平成13年11月 阪神酒販株式会社　代表取締役社

長（現任）

平成21年３月 ＨＳＩグローバル株式会社　代表

取締役社長（現任）

平成21年６月 当社　社外取締役

 株式会社プライム・リンク　社外

取締役

 株式会社とり鉄　社外取締役（現

任）

平成21年10月 当社　代表取締役社長（現任）

 株式会社プライム・リンク　代表

取締役会長

平成23年６月 株式会社プライム・リンク　代表

取締役社長（現任）

平成24年１月 株式会社フードスタンドインター

ナショナル　代表取締役（現任）

平成25年４月 九州乳業株式会社　代表取締役社

長（現任）

当社　経営戦略本部長（現任）

平成25年９月 株式会社弘乳舎　代表取締役（現

任）

平成26年４月 当社　新規事業部長（現任）

取締役 ― 阿　部　洋　介 昭和51年６月７日

平成11年４月 アサヒビール株式会社　入社

(注)３ ─

平成19年３月 阪神酒販株式会社　執行役員

平成21年１月 レゾナンスダイニング株式会社　

取締役

平成21年10月 株式会社プライム・リンク　取締

役マーチャンダイジング部長

平成21年12月 当社　取締役

平成23年４月 当社　取締役マーチャンダイジン

グ部長（現任）

 株式会社プライム・リンク　取締

役事業企画部長

平成24年６月 株式会社とり鉄　取締役

平成25年９月 株式会社弘乳舎　取締役

取締役 ― 中　村　敏　夫 昭和24年２月９日

昭和47年２月 株式会社大林組　入社

(注)３ ─

昭和53年８月 株式会社壽屋　入社

平成元年12月 株式会社やまや　取締役

平成３年10月 日本乾溜工業株式会社　常務取締

役

平成15年10月 有限会社ビィグロウ　代表取締役

社長

平成18年９月 阪神酒販株式会社　執行役員管理

部長

平成19年５月 阪神酒販株式会社　顧問

平成19年９月 株式会社力の源カンパニー　常務

取締役

平成23年７月 株式会社渡辺製麺　代表取締役社

長

平成24年11月 株式会社渡辺製麺　取締役会長

平成25年２月 当社　入社

平成25年４月 当社　管理本部長

平成25年６月 当社　取締役管理本部長（現任）

株式会社プライム・リンク　監査

役（現任）

平成25年９月 株式会社弘乳舎　監査役（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役 ― 小　林　　　剛 昭和45年11月10日

平成12年８月 株式会社タスコシステム　入社

(注)３ ―

平成18年５月 株式会社東京タスコ　代表取締役

社長

平成19年１月 株式会社TASCOキャピタル　代表

取締役社長

プラスネット株式会社　代表取締

役社長

平成19年８月 株式会社とり鉄　代表取締役社長

（現任）

平成22年11月 レゾナンスダイニング株式会社　

取締役（現任）

平成25年６月 当社　取締役（現任）

株式会社プライム・リンク　取締

役（現任）

取締役 ― 森　下　將　典 昭和42年４月１日

平成２年４月 株式会社日本長期信用銀行（現株

式会社新生銀行）　入行

(注)３ ―

平成12年11月 メリルリンチ日本証券株式会社　

入社

平成17年３月 アセットインベスターズ株式会社

（現マーチャント・バンカーズ株

式会社）　入社

平成17年６月 アセットインベスターズ株式会社

（現マーチャント・バンカーズ株

式会社）　取締役

平成21年２月 アセットインベスターズ株式会社

（現マーチャント・バンカーズ株

式会社）　代表取締役社長

平成24年10月 株式会社どさん子　代表取締役社

長（現任）

平成25年２月 株式会社ホッコク　代表取締役社

長

平成26年６月 当社　取締役（現任）

取締役 ― 宇 野　友 三 郎 昭和25年３月13日

昭和51年３月 大阪サニタリー金属工業協同組合

東京支店　 入社

(注)

１、３
―

平成２年４月 大阪サニタリー金属工業協同組

合　理事

平成４年３月 大阪サニタリー金属工業協同組

合　東京支店長

平成８年５月 サニタリープラント株式会社　取

締役

平成９年５月 大阪サニタリー金属工業協同組

合　副理事長

平成12年５月 サニタリープラント株式会社　代

表取締役（現任）

平成26年６月 当社　社外取締役（現任）

大阪サニタリー金属工業協同組

合　相談役（現任）

（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)

代表取締役

社長
― 檜　垣　周　作 昭和51年１月13日

平成11年４月 アサヒビール株式会社　入社

(注)３ ─

平成13年11月 阪神酒販株式会社　代表取締役社

長（現任）

平成21年３月 ＨＳＩグローバル株式会社　代表

取締役社長（現任）

平成21年６月 当社　社外取締役

 株式会社プライム・リンク　社外

取締役

 株式会社とり鉄　社外取締役（現

任）

平成21年10月 当社　代表取締役社長

 株式会社プライム・リンク　代表

取締役会長

平成23年６月 株式会社プライム・リンク　代表

取締役社長（現任）

平成24年１月 株式会社フードスタンドインター

ナショナル　代表取締役（現任）

平成25年４月 九州乳業株式会社　代表取締役社

長（現任）

当社　代表取締役社長兼、経営戦

略本部長

平成25年９月 株式会社弘乳舎　代表取締役（現

任）

平成26年４月 当社　代表取締役社長兼、経営戦

略本部長兼、新規事業部長（現

任）

取締役 ― 中　村　敏　夫 昭和24年２月９日

昭和47年２月 株式会社大林組　入社

(注)３ ─

昭和53年８月 株式会社壽屋　入社

平成元年12月 株式会社やまや　取締役

平成３年10月 日本乾溜工業株式会社　常務取締

役

平成15年10月 有限会社ビィグロウ　代表取締役

社長

平成18年９月 阪神酒販株式会社　執行役員管理

部長

平成19年５月 阪神酒販株式会社　顧問

平成19年９月 株式会社力の源カンパニー　常務

取締役

平成23年７月 株式会社渡辺製麺　代表取締役社

長

平成24年11月 株式会社渡辺製麺　取締役会長

平成25年２月 当社　入社

平成25年４月 当社　管理本部長

平成25年６月 当社　取締役管理本部長（現任）

株式会社プライム・リンク　監査

役

平成25年９月 株式会社弘乳舎　監査役（現任）

平成26年６月 株式会社プライム・リンク　取締

役（現任）

取締役 ― 小　林　　　剛 昭和45年11月10日

平成12年８月 株式会社タスコシステム　入社

(注)３ ―

平成18年５月 株式会社東京タスコ　代表取締役

社長

平成19年１月 株式会社TASCOキャピタル　代表

取締役社長

プラスネット株式会社　代表取締

役社長

平成19年８月 株式会社とり鉄　代表取締役社長

（現任）

平成22年11月 レゾナンスダイニング株式会社　

取締役（現任）

平成25年６月 当社　取締役（現任）

株式会社プライム・リンク　取締

役（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役 ― 阿　部　洋　介 昭和51年６月７日

平成11年４月 アサヒビール株式会社　入社

(注)３ ─

平成19年３月 阪神酒販株式会社　執行役員

平成21年１月 レゾナンスダイニング株式会社　

取締役（現任）

平成21年10月 株式会社プライム・リンク　取締

役マーチャンダイジング部長

平成21年12月 当社　取締役

平成23年４月 当社　取締役マーチャンダイジン

グ部長

 株式会社プライム・リンク　取締

役事業企画部長

平成24年６月 株式会社とり鉄　取締役

平成25年９月 株式会社弘乳舎　取締役

平成26年６月 当社　取締役（現任）

取締役 ― 森　下　將　典 昭和42年４月１日

平成２年４月 株式会社日本長期信用銀行（現株

式会社新生銀行）　入行

(注)３ ―

平成12年11月 メリルリンチ日本証券株式会社　

入社

平成17年３月 アセットインベスターズ株式会社

（現マーチャント・バンカーズ株

式会社）　入社

平成17年６月 アセットインベスターズ株式会社

（現マーチャント・バンカーズ株

式会社）　取締役

平成21年２月 アセットインベスターズ株式会社

（現マーチャント・バンカーズ株

式会社）　代表取締役社長

平成24年10月 株式会社どさん子　代表取締役社

長（現任）

平成25年２月 株式会社ホッコク　代表取締役社

長（現任）

平成26年６月 当社　取締役海外戦略本部長（現

任）

取締役 ― 宇 野　友 三 郎 昭和25年３月13日

昭和51年３月 大阪サニタリー金属工業協同組合

東京支店　 入社

(注)

１、３
―

平成２年４月 大阪サニタリー金属工業協同組

合　理事

平成４年３月 大阪サニタリー金属工業協同組

合　東京支店長

平成８年５月 サニタリープラント株式会社　取

締役

平成９年５月 大阪サニタリー金属工業協同組

合　副理事長

平成12年５月 サニタリープラント株式会社　代

表取締役（現任）

平成26年６月 当社　社外取締役（現任）

大阪サニタリー金属工業協同組

合　相談役（現任）

（省略）
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