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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28年６月27日に提出いたしました第19期（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）有価証券報告書の記

載事項の一部に誤りがありましたので、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

６　コーポレート・ガバナンスの状況等

(1）コーポレート・ガバナンスの状況

 

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）

取締役  下總　邦雄 昭和26年９月１日生

 
昭和50年４月 株式会社ダイエー入社

平成４年９月 株式会社ベルシステム24入社

平成14年５月 トランス・コスモス株式会社入社

平成16年６月 同　執行役員　マーケティング

チェーンマネジメントサービス総括

カスタマーサービス本部長

平成19年６月 同　常務執行役員　コールセンター

サービス総括責任者

平成20年５月 同　上席常務執行役員　コールセン

ターサービス統括責任者兼コールセ

ンターサービス統括営業推進本部長

平成21年３月 トランスコスモスフィールドマーケ

ティング株式会社代表取締役会長

平成21年４月 トランス・コスモス株式会社　常務

執行役員　コールセンターサービス

統括責任者兼コールセンターサービ

ス統括営業推進本部長

平成24年６月

 
平成26年６月

平成28年６月

同　執行役員　内部監査室担当兼コ

ンプライアンス推進本部長

同　常勤監査役

当社取締役（現任）
 

(注)３ －

取締役  井上　博文 昭和40年２月22日生

 
昭和63年３月 日本システム開発株式会社入社

平成16年４月 トランス・コスモス株式会社入社　

ＭＣＭ　サービス統括デジタルマー

ケティングサービス本部本部長

平成16年６月

 
 

同　執行役員　ＭＣＭ　サービス統

括デジタルマーケティングサービス

本部長

平成17年６月

 
 

同　常務執行役員　ＭＣＭ　サービ

ス統括デジタルマーケティングサー

ビス本部長

平成17年６月 当社取締役

平成21年４月 トランス・コスモス株式会社　理事

Ｗｅｂ　インテグレーションサービ

ス本部長

平成23年６月 当社取締役（現任）

平成24年６月

 
トランス・コスモス株式会社　執行

役員 サービス総括 デジタルマーケ

ティングサービス本部長

平成25年４月

 
 
 

同　執行役員 デジタルマーケティ

ングサービス総括責任者兼デジタル

マーケティングサービス総括ウェブ

インテグレーションサービス本部長

平成27年８月

 
同　執行役員　デジタルマーケティ

ングサービス統括責任者兼サービス

管理本部副本部長

平成28年４月

 
同　執行役員　デジタルマーケティ

ング・ＥＣ・コンタクトセンター統

括副責任者兼デジタルマーケティン

グ・ＥＣ・コンタクトセンター統括

システムインテグレーションサービ

ス統括部長兼サービス管理本部副本

部長（現任）

 
（他の法人等の代表状況）

株式会社トランスコスモスＤＭＩ

代表取締役社長

株式会社トランスコスモス・テクノロジーズ

代表取締役会長
 

(注)３ －
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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  宮澤　範充 昭和47年５月25日生

 
平成９年４月

平成12年４月

平成13年７月

 
平成14年８月

日本生命保険相互会社入社

株式会社メールニュース入社

株式会社サイバー・コミュニケー

ションズ入社

トランス・コスモス株式会社入社

平成18年４月

 
同　営業統括デジタルプロモーショ

ン第一営業本部営業一部部長

平成20年４月

 
同　営業統括デジタルマーケティン

グ第二営業本部本部長

平成21年４月

 
平成23年６月

 
平成25年４月

同　営業統括ネットビジネスサービ

ス営業統括部統括部長

同　理事営業統括デジタルマーケ

ティング第一営業本部長

同　理事 デジタルマーケティング

サービス総括アカウントエグゼク

ティブ本部長

平成26年６月 同　執行役員　デジタルマーケティ

ングサービス総括アカウントエグゼ

クティブ本部長

平成26年６月 当社取締役（現任）

平成27年４月 トランス・コスモス株式会社　執行

役員　デジタルマーケティングサー

ビス統括副責任者兼デジタルマーケ

ティングサービス総括アカウントエ

グゼクティブ本部長

平成28年４月 同　執行役員　デジタルマーケティ

ング・ＥＣ・コンタクトセンター統

括副責任者兼デジタルマーケティン

グ・ＥＣ・コンタクトセンター統括

アカウントエグゼクティブ総括責任

者（現任）
 

(注)３ －

取締役  山田　浩喜 昭和39年10月23日生

 
昭和63年４月 第二電電株式会社（現　ＫＤＤＩ株

式会社）入社

平成20年12月

 
平成21年10月

平成25年４月

平成28年４月

株式会社ＫＤＤＩウェブコミュニ

ケーションズＬＭＢ事業統括本部長

同　代表取締役副社長

同　代表取締役社長

ＫＤＤＩ株式会社ソリューション事

業本部ソリューション事業企画本部

事業企画部長（現任）

平成28年６月 当社取締役（現任）
 

(注)３ －

（省略）

監査役  諏訪原　敦彦 昭和39年12月９日生

 
昭和63年４月 大栄教育システム株式会社入社

平成４年９月 ＫＰＭＧピート・マーウィック税理

士窪井堯史事務所（現　ＫＰＭＧ税

理士法人）入所

平成12年７月 トランス・コスモス株式会社入社

平成16年４月 同　経理財務本部シェアードサービ

ス部長

平成17年１月

 
平成21年６月

応用技術株式会社　社外監査役（現

任）

当社監査役（現任）

平成24年９月

 
 
平成25年４月

トランス・コスモス株式会社　経営

管理本部関係会社経営管理統括部

長　兼経理財務本部関係会社経理部

長

同　関係会社経営管理本部長代理

平成27年４月 同　関係会社経営管理本部長

平成28年１月 同　国内関係会社経営管理本部長

（現任）
 

(注)５ －

（省略）

    計  54,597

　（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）

取締役  下總　邦雄 昭和26年９月１日生

 
昭和50年４月 株式会社ダイエー入社

平成４年９月 株式会社ベルシステム24入社

平成14年５月 トランス・コスモス株式会社入社

平成16年６月 同　執行役員　マーケティング

チェーンマネジメントサービス総括

カスタマーサービス本部長

平成19年６月 同　常務執行役員　コールセンター

サービス総括責任者

平成20年５月 同　上席常務執行役員　コールセン

ターサービス統括責任者兼コールセ

ンターサービス統括営業推進本部長

平成21年３月 トランスコスモスフィールドマーケ

ティング株式会社代表取締役会長

平成21年４月 トランス・コスモス株式会社　常務

執行役員　コールセンターサービス

統括責任者兼コールセンターサービ

ス統括営業推進本部長

平成24年６月

 
平成26年６月

平成28年６月

同　執行役員　内部監査室担当兼コ

ンプライアンス推進部長

同　常勤監査役

当社取締役（現任）
 

(注)３ －

取締役  井上　博文 昭和40年２月22日生

 
昭和63年３月 日本システム開発株式会社入社

平成16年４月 トランス・コスモス株式会社入社　

ＭＣＭ　サービス統括デジタルマー

ケティングサービス本部本部長

平成16年６月

 
 

同　執行役員　ＭＣＭ　サービス統

括デジタルマーケティングサービス

本部長

平成17年６月

 
 

同　常務執行役員　ＭＣＭ　サービ

ス統括デジタルマーケティングサー

ビス本部長

平成17年６月 当社取締役

平成21年４月 トランス・コスモス株式会社　理事

Ｗｅｂ　インテグレーションサービ

ス本部長

平成23年６月 当社取締役（現任）

平成24年６月

 
トランス・コスモス株式会社　執行

役員 サービス総括 デジタルマーケ

ティングサービス本部長

平成25年４月

 
 
 

同　執行役員 デジタルマーケティ

ングサービス総括責任者兼デジタル

マーケティングサービス総括ウェブ

インテグレーションサービス本部長

平成27年８月

 
同　執行役員　デジタルマーケティ

ングサービス統括責任者兼サービス

管理本部副本部長

平成28年４月 同　執行役員　デジタルマーケティ

ング・ＥＣ・コンタクトセンター統

括副責任者兼デジタルマーケティン

グ・ＥＣ・コンタクトセンター統括

システムインテグレーションサービ

ス統括部長兼サービス管理本部副本

部長

平成28年６月 同　常務執行役員　デジタルマーケ

ティング・ＥＣ・コンタクトセン

ター統括副責任者兼デジタルマーケ

ティング・ＥＣ・コンタクトセン

ター統括システムインテグレーショ

ンサービス統括部長兼サービス管理

本部副本部長（現任)

 
（他の法人等の代表状況）

株式会社トランスコスモスＤＭＩ

代表取締役社長

株式会社トランスコスモス・テクノロジーズ

代表取締役会長
 

(注)３ －
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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  宮澤　範充 昭和47年５月25日生

 
平成９年４月

平成12年４月

平成13年７月

 
平成14年８月

日本生命保険相互会社入社

株式会社メールニュース入社

株式会社サイバー・コミュニケー

ションズ入社

トランス・コスモス株式会社入社

平成18年４月

 
同　営業統括デジタルプロモーショ

ン第一営業本部営業一部部長

平成20年４月

 
同　営業統括デジタルマーケティン

グ第二営業本部本部長

平成21年４月

 
平成23年６月

 
平成25年４月

同　営業統括ネットビジネスサービ

ス営業統括部統括部長

同　理事営業統括デジタルマーケ

ティング第一営業本部長

同　理事 デジタルマーケティング

サービス総括アカウントエグゼク

ティブ本部長

平成26年６月 同　執行役員　デジタルマーケティ

ングサービス総括アカウントエグゼ

クティブ本部長

平成26年６月 当社取締役（現任）

平成27年４月 トランス・コスモス株式会社　執行

役員　デジタルマーケティングサー

ビス統括副責任者兼デジタルマーケ

ティングサービス総括アカウントエ

グゼクティブ本部長

平成28年４月 同　執行役員　デジタルマーケティ

ング・ＥＣ・コンタクトセンター統

括副責任者兼デジタルマーケティン

グ・ＥＣ・コンタクトセンター統括

アカウントエグゼクティブ総括責任

者

平成28年６月 同　常務執行役員　デジタルマーケ

ティング・ＥＣ・コンタクトセン

ター統括副責任者兼デジタルマーケ

ティング・ＥＣ・コンタクトセン

ター統括アカウントエグゼクティブ

総括責任者（現任）
 

(注)３ －

取締役  山田　浩喜 昭和39年10月23日生

 
昭和63年４月 国際電信電話株式会社（現　ＫＤＤ

Ｉ株式会社）入社

平成20年12月

 
平成21年10月

平成25年４月

平成28年４月

株式会社ＫＤＤＩウェブコミュニ

ケーションズＬＭＢ事業統括本部長

同　代表取締役副社長

同　代表取締役社長

ＫＤＤＩ株式会社ソリューション事

業本部ソリューション事業企画本部

事業企画部長（現任）

平成28年６月 当社取締役（現任）
 

(注)３ －

（省略）

監査役  諏訪原　敦彦 昭和39年12月９日生

 
昭和63年４月 大栄教育システム株式会社入社

平成４年９月 ＫＰＭＧピート・マーウィック税理

士窪井堯史事務所（現　ＫＰＭＧ税

理士法人）入所

平成12年７月 トランス・コスモス株式会社入社

平成16年４月 同　経理財務本部シェアードサービ

ス部長

平成17年１月

平成21年６月

応用技術株式会社　社外監査役

当社監査役（現任）

平成24年９月

 
 
平成25年４月

トランス・コスモス株式会社　経営

管理本部関係会社経営管理統括部

長　兼経理財務本部関係会社経理部

長

同　関係会社経営管理本部長代理

平成27年４月 同　関係会社経営管理本部長

平成28年１月 同　国内関係会社経営管理本部長

（現任）

平成28年３月 応用技術株式会社　取締役（現任）
 

(注)５ －

（省略）

    計  54,597

　（注）　（省略）
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

⑤ 役員報酬等の内容

イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

　　（訂正前）

区分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種類別の金額（千円） 対象となる

役員の員数

（人）
基本報酬

ストックオ

プション
賞与

取締役

（社外取締役を除く）
44,832 44,832 － － 4

監査役

（社外監査役を除く）
2,250 2,250 － － 1

社外役員 3,600 3,600 － － 1

 

　　（訂正後）

区分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種類別の金額（千円） 対象となる

役員の員数

（人）
基本報酬

ストックオ

プション
賞与

取締役

（社外取締役を除く）
44,832 44,832 － － 4

監査役

（社外監査役を除く）
2,250 2,250 － － 1

社外役員 10,350 10,350 － － 2
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