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１【新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）の訂正報告書の提出理由】
 2021年２月18日付をもって提出した新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）の記載事項のうち、組織変更・

人事異動に伴う「第一部 企業情報 第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2）役員の状

況」の記載の更新及びその他一部誤記の修正のため、新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）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 …………………………………………………………………………………………………………  1頁 

第４ 提出会社の状況 …………………………………………………………………………………………………  1

４ コーポレート・ガバナンスの状況等 ………………………………………………………………………  1

(2）役員の状況 …………………………………………………………………………………………………  1

第四部 株式公開情報 ……………………………………………………………………………………………………  3 

第３ 株主の状況 ………………………………………………………………………………………………………  3 

 

３【訂正箇所】
 訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【企業情報】

第４【提出会社の状況】

４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（２）【役員の状況】

① 役員一覧 

男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％） 

  （訂正前）

 （注）１．取締役のうち諸星俊男、山澤光太郎、堀内真人、寺田親弘、山田和広、島田太郎は社外取締役であります。 

２．監査役芳賀研二、大江修子及び浅枝芳隆は社外監査役であります。 

３．任期は、2020年５月28日開催の定時株主総会終結の時から、2021年２月期に係る定時株主総会の終結の時ま

でであります。 

４．任期は、2020年４月１日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年２月期に係る定時株主総会の終結の時ま

でであります。 

５．任期は、2020年12月25日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年２月期に係る定時株主総会の終結の時ま

でであります。 

６．任期は、2019年１月18日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年２月期に係る定時株主総会の終結の時ま

でであります。 

７．任期は、2019年11月５日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年２月期に係る定時株主総会の終結の時ま

でであります。 

８．当社では、業務執行機能と意思決定・監督機能の役割を分担することにより、それぞれの役割と責任を一層

明確にするために、取締役のほかに執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び役職は次のとお

りです。 

藤本 泰輔      執行役員ＣＦＯ 兼 管理本部 本部長 

島澤 甲       執行役員ＣＴＯ 兼 Cloud事業部 事業部長 

森脇 匡紀      執行役員 兼 Cloud事業部 副事業部長 

吉田 善幸      執行役員（人事・組織文化担当） 

久我 温紀      執行役員 兼 マーケティング本部長 

浅田 泰輔      執行役員（戦略担当）兼 社長室 室長 兼 Data Alliance事業推進室 室長 

大澤 重雄      執行役員 兼 Data Empowerment事業部 事業部長 

満岡 明弘      執行役員 兼 Data Empowerment事業部 副事業部長 兼 社長補佐 
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  （訂正後） 

 （注）１．取締役のうち諸星俊男、山澤光太郎、堀内真人、寺田親弘、山田和広、島田太郎は社外取締役であります。 

２．監査役芳賀研二、大江修子及び浅枝芳隆は社外監査役であります。 

３．任期は、2020年５月28日開催の定時株主総会終結の時から、2021年２月期に係る定時株主総会の終結の時ま

でであります。 

４．任期は、2020年４月１日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年２月期に係る定時株主総会の終結の時ま

でであります。 

５．任期は、2020年12月25日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年２月期に係る定時株主総会の終結の時ま

でであります。 

６．任期は、2019年１月18日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年２月期に係る定時株主総会の終結の時ま

でであります。 

７．任期は、2019年11月５日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年２月期に係る定時株主総会の終結の時ま

でであります。 

８．当社では、業務執行機能と意思決定・監督機能の役割を分担することにより、それぞれの役割と責任を一層

明確にするために、取締役のほかに執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び役職は次のとお

りです。 

藤本 泰輔      執行役員ＣＦＯ 兼 管理本部 本部長 

島澤 甲       執行役員ＣＴＯ 兼 事業統括担当 

森脇 匡紀      執行役員 営業本部 本部長 

吉田 善幸      執行役員 人事・組織文化担当 

久我 温紀      執行役員 マーケティング本部 本部長 

浅田 泰輔      執行役員 戦略担当 兼 海外担当 

大澤 重雄      執行役員 DE事業部 事業部長 

満岡 明弘      執行役員 BD事業部 事業部長 
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第四部【株式公開情報】

第３【株主の状況】
  （訂正前）

氏名又は名称 住所 所有株式数（株）

株式（自己株式を除
く。）の総数に対す
る所有株式数の割合 

（％）

CJP WA Holdings, L.P.

（注）３

Walkers Corporate Limited,Cayman 

Corporate Centre,27 Hospital 

Road,George Town,Grand Cayman 

KY1-9008,Cayman Islands 

12,229,830 34.79

（後略）

 

  （訂正後）

氏名又は名称 住所 所有株式数（株）

株式（自己株式を除
く。）の総数に対す
る所有株式数の割合 

（％）

CJP WA Holdings, L.P.

（注）３

Walkers Corporate Limited,Cayman 

Corporate Centre,190 Elgin 

Ave,George Town,Grand Cayman KY1

-9008,Cayman Islands 

12,229,830 34.79

（後略）
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