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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】 

2022年６月24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 (2) 役員の状況」の記載に一部誤りがあり

これを訂正するため、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 

 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 

  

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7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)

(訂正前)

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役社長

執行役員CEO
内山 英俊 1976年３月17日

2000年７月 プライスウォーターハウスクーパースコ

ンサルタント㈱(現 日本アイ・ビー・エ

ム㈱) 入社

2002年８月 A.T.カーニー㈱ 入社

2005年９月 ㈱サイバード 入社 公式モバイルコン

テンツ事業部部長

2008年４月 ㈱ANALOG TWELVE 共同創業 取締役

2015年８月 当社 設立 代表取締役社長(現任)

2019年９月 当社 執行役員CEO(現任)

2020年２月 一般社団法人LBMA Japan 理事(現任)

(注)３

普通株式

1,784,000

（注８）

(省略)

監査役 前川 研吾 1981年１月15日

2003年10月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監

査法人) 入所

2007年５月 公認会計士登録

2007年９月 税理士登録

2008年４月 汐留パートナーズ㈱ 設立 代表取締役

社長(現任)

2012年８月 汐留パートナーズ税理士法人 設立 代

表社員(現任)

2018年９月 当社 監査役(現任)

(注)５ ―

監査役 渡邊 涼介 1980年11月25日

2007年12月 弁護士登録

2007年12月 光和総合法律事務所 入所(現任)

2014年９月 総務省 総合通信基盤局 専門職 入職

2019年11月 内閣サイバーセキュリティセンター

サイバーセキュリティ関連法令の調査検

討等を目的としたサブワーキンググルー

プ 入職

2020年４月 当社 監査役(現任)

2021年１月 東京都港区情報公開・個人情報保護審査

会委員(現任)

(注)６ ―

計 1,948,000

(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)

代表取締役社長

執行役員CEO
内山 英俊 1976年３月17日

2000年７月 プライスウォーターハウスクーパースコ

ンサルタント㈱(現 日本アイ・ビー・エ

ム㈱) 入社

2002年８月 A.T.カーニー㈱ 入社

2005年９月 ㈱サイバード 入社 公式モバイルコン

テンツ事業部部長

2008年４月 ㈱ANALOG TWELVE 共同創業 取締役

2015年８月 当社 設立 代表取締役社長(現任)

2019年９月 当社 執行役員CEO(現任)

2020年２月 一般社団法人LBMA Japan 理事(現任)

(注)３

普通株式

1,784,000

（注６）

(省略)

監査役 前川 研吾 1981年１月15日

2003年10月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監

査法人) 入所

2007年５月 公認会計士登録

2007年９月 税理士登録

2008年４月 汐留パートナーズ㈱ 設立 代表取締役

社長(現任)

2012年８月 汐留パートナーズ税理士法人 設立 代

表社員(現任)

2018年９月 当社 監査役(現任)

(注)４ ―

監査役 渡邊 涼介 1980年11月25日

2007年12月 弁護士登録

2007年12月 光和総合法律事務所 入所(現任)

2014年９月 総務省 総合通信基盤局 専門職 入職

2019年11月 内閣サイバーセキュリティセンター

サイバーセキュリティ関連法令の調査検

討等を目的としたサブワーキンググルー

プ 入職

2020年４月 当社 監査役(現任)

2021年１月 東京都港区情報公開・個人情報保護審査

会委員(現任)

(注)４ ―

計 1,948,000

(以下省略)
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