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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22年12月17日に提出いたしました第127期（自 平成21年10月１日 至 平成22年９月30日）の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＿＿＿＿を付して表示しています。 

  

 



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） 

（注）１ 監査役増田康彦氏・奈良知幸氏及び佐藤稔氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

２ 平成22年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間 

３ 平成22年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

４ 平成19年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

５ 当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離をより明確化し、経営環境の変化に迅速且つ柔軟に対

応するため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は、次の７名であります。 

執行役員 大島 弘安 （保険事業本部商品・サービス統括部長兼東京保険部営業第二部長） 

執行役員 千葉 正裕 （経理部長） 

執行役員 増田 雄一 （保険事業本部東京保険部営業第一部長） 

執行役員 立野 邦彦 （ゴルフ事業本部長） 

執行役員 桂 嘉宏  （保険事業本部大阪支店長兼営業第一部長） 

執行役員 松延 晴彦 （観光事業本部長兼千本松事務所副所長） 

執行役員 佐藤 彰  （乳業事業本部長兼那須乳業工場長兼牧場長） 

  

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（千株） 

監査役 常勤 増田 康彦 昭和21年11月11日生

昭和44年４月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）

入行 

（注）３ －
人事部人材開発室長を経て 

平成14年６月 三和コンピュータ㈱取締役総務人

事部長就任 

平成22年12月 当社監査役就任（現） 

監査役   奈良 知幸 昭和19年７月４日生

昭和43年４月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）

入行 

（注）４ 22 

ネットワーク業務部長を経て 

平成12年６月 太陽インキ製造㈱取締役就任 

平成15年６月 同興紡績㈱常勤監査役就任 

平成16年６月 同社監査役就任 

平成17年12月 当社監査役就任（現） 

監査役   佐藤 稔 昭和22年９月９日生

昭和45年４月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）

入行 

（注）３ －

勝山通支店長を経て 

平成17年７月 学校法人大阪成蹊学園大阪成蹊大

学・大阪成蹊短期大学事務局長就

任 

平成22年12月 当社監査役就任（現） 

計 218 



（訂正後） 

（注）１ 監査役増田康彦氏・奈良知幸氏及び佐藤稔氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

２ 平成22年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間 

３ 平成22年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間 

４ 平成19年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

５ 当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離をより明確化し、経営環境の変化に迅速且つ柔軟に対

応するため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は、次の７名であります。 

執行役員 大島 弘安 （保険事業本部商品・サービス統括部長兼東京保険部営業第二部長） 

執行役員 千葉 正裕 （経理部長） 

執行役員 増田 雄一 （保険事業本部東京保険部営業第一部長） 

執行役員 立野 邦彦 （ゴルフ事業本部長） 

執行役員 桂 嘉宏  （保険事業本部大阪支店長兼営業第一部長） 

執行役員 松延 晴彦 （観光事業本部長兼千本松事務所副所長） 

執行役員 佐藤 彰  （乳業事業本部長兼那須乳業工場長兼牧場長） 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（千株） 

監査役 常勤 増田 康彦 昭和21年11月11日生

昭和44年４月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）

入行 

（注）３ －
人事部人材開発室長を経て 

平成14年６月 三和コンピュータ㈱取締役総務人

事部長就任 

平成22年12月 当社監査役就任（現） 

監査役   奈良 知幸 昭和19年７月４日生

昭和43年４月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）

入行 

（注）４ 22 

ネットワーク業務部長を経て 

平成12年６月 太陽インキ製造㈱取締役就任 

平成15年６月 同興紡績㈱常勤監査役就任 

平成16年６月 同社監査役就任 

平成17年12月 当社監査役就任（現） 

監査役   佐藤 稔 昭和22年９月９日生

昭和45年４月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）

入行 

（注）３ －

勝山通支店長を経て 

平成17年７月 学校法人大阪成蹊学園大阪成蹊大

学・大阪成蹊短期大学事務局長就

任 

平成22年12月 当社監査役就任（現） 

計 218 



【表紙】 
  

  

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成23年２月10日 

【会社名】 ホウライ株式会社 

【英訳名】 HORAI Co., Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  西山 茂 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座六丁目14番５号 

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所 

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） 

ホウライ株式会社大阪支店 

（大阪市浪速区難波中一丁目12番５号） 

ホウライ株式会社千本松事務所 

（栃木県那須塩原市千本松799） 



１【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】 
 当社代表取締役西山茂は、当社の第127期（自 平成21年10月１日 至 平成22年９月30日）の有価証券報告書の訂正報

告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。 

  

２【特記事項】 
 特記すべき事項はありません。 

  


