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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６月22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、「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」の記載内容の一部を訂正するため、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

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11名 女性0名(役員のうち女性の比率0％)

(訂正前)

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数(株)

(省略)

取締役 檜山 英男 1954年12月28日

1977年 4月 ㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行

2001年10月 同行 新橋法人営業部長

2004年 4月 同行 香港支店長

2005年 6月 同行 執行役員香港支店長

2007年 4月 同行 常務執行役員

2010年 5月 ＳＭＢＣインターナショナルオペレーションズ
㈱ 代表取締役社長

2014年10月 株式会社三井住友銀行 顧問

2016年 6月 ㈱大戸屋ホールディングス 監査役(現任)

2019年 5月 当社 取締役就任（現任）

(注)３ －

(省略)

監査役 北村 康央 1965年3月8日

1988年 4月 ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行） 入行

1996年 4月 弁護士登録

小沢・秋山法律事務所 入所

2000年 8月 Shearman & Sterling 法律事務所 入所

2001年 2月 米国ニューヨーク州弁護士登録

2001年 8月 小沢・秋山法律事務所 復帰

2007年10月 北村・平賀法律事務所（現任）

2015年 3月 東亞合成㈱社外監査役

2016年 3月 同社 社外取締役（監査等委員） (現任)

2018年12月 当社 監査役就任（現任）

2019年 6月 ㈱ジーテクト 社外監査役（現任）

(注)４ －

監査役 平地 辰二 1976年12月3日

1997年10月 監査法人日本橋事務所 入所（非常勤）

1999年 8月 中央監査法人 入所

2006年 9月 ポラリス・キャピタル・グループ㈱ 入社

2009年 3月 PwCアドバイザリー合同会社 入社

2016年 9月 クレイス・アドバイザリー合同会社 代表社員
（現任）

2018年12月 当社 監査役就任（現任）

2019年 1月 ㈱ノバレーゼ 社外監査役（現任）

2021年 4月 養和監査法人 代表社員（現任）

(注)４ －

計 －

（以下省略）
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(訂正後)

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数(株)

(省略)

取締役 檜山 英男 1954年12月28日

1977年 4月 ㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行

2001年10月 同行 新橋法人営業部長

2004年 4月 同行 香港支店長

2005年 6月 同行 執行役員香港支店長

2007年 4月 同行 常務執行役員

2010年 5月 ＳＭＢＣインターナショナルオペレーションズ
㈱ 代表取締役社長

2014年10月 株式会社三井住友銀行 顧問

2016年 6月 ㈱大戸屋ホールディングス 監査役

2019年 5月 当社 取締役就任（現任）

(注)３ －

(省略)

監査役 北村 康央 1965年3月8日

1988年 4月 ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行） 入行

1996年 4月 弁護士登録

小沢・秋山法律事務所 入所

2000年 8月 Shearman & Sterling 法律事務所 入所

2001年 2月 米国ニューヨーク州弁護士登録

2001年 8月 小沢・秋山法律事務所 復帰

2007年10月 北村・平賀法律事務所（現任）

2015年 3月 東亞合成㈱社外監査役

2016年 3月 同社 社外取締役（監査等委員）

2018年12月 当社 監査役就任（現任）

2019年 3月 東亞合成㈱ 社外取締役

2019年 6月 ㈱ジーテクト 社外監査役（現任）

2020年12月 ㈱LITALICO 社外取締役（監査等委員） (現任)

(注)４ －

監査役 平地 辰二 1976年12月3日

1997年10月 監査法人日本橋事務所 入所（非常勤）

1999年 8月 中央監査法人 入所

2006年 9月 ポラリス・キャピタル・グループ㈱ 入社

2009年 3月 PwCアドバイザリー合同会社 入社

2016年 9月 クレイス・アドバイザリー合同会社 代表社員
（現任）

2018年12月 当社 監査役就任（現任）

2019年 1月 ㈱ノバレーゼ 社外監査役（現任）

2021年 5月 養和監査法人 代表社員（現任）

(注)４ －

計 －

（以下省略）
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