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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25年６月24日に提出いたしました第19期（自 平成24年４月１日 至 平成25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

 
３【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。
 
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）
 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役
会長

― 廣　岡　哲　也 昭和38年６月25日

昭和62年４月 株式会社リクルートコスモス(現、

株式会社コスモスイニシア)入社

注３ ―

平成６年12月 有限会社フージャース(現、株式会

社フージャースコーポレーション)

設立

代表取締役就任

平成14年10月 株式会社フージャースリビング

サービス代表取締役就任

平成15年４月 株式会社フージャースハート

代表取締役会長就任

平成17年４月 株式会社フージャースキャピタル

パートナーズ代表取締役就任

平成25年４月 当社代表取締役会長就任(現任)

 株式会社フージャースホールディ

ングス代表取締役社長就任(現任)

代表取締役
社長

ソリューション
事業部長

藤　井　幸　雄 昭和41年10月13日

平成２年４月 株式会社西洋環境開発入社

注４ ―

平成12年４月 オリックス株式会社入社

平成18年10月 当社入社

平成21年６月 当社執行役員投資開発部長就任

平成22年７月 当社常務執行役員開発事業本部長

就任

平成25年４月 当社代表取締役就任(現任)

常務取締役 ― 牧　野　光　佳 昭和49年６月26日

平成７年４月 株式会社サンシティ住宅販売(現、

株式会社サンシティ)入社

注５ ―

平成18年１月 株式会社地建(現、アーバンシ

ティー)入社　同社本社営業本部長

就任

平成20年３月 同社取締役就任

平成23年12月 同社代表取締役就任

平成25年３月 当社取締役就任(現任)

 
 

取締役
 
 

営業本部長 大久保　将　樹 昭和50年３月３日

平成９年４月 東洋建設株式会社入社

注４ ―
平成17年１月 当社入社

平成24年７月 当社執行役員営業部長就任

平成25年４月 当社取締役就任(現任)

常勤
監査役

― 金　子　恭　恵 昭和35年２月７日

昭和55年４月 積水ハウス株式会社入社

注６ ―

昭和61年12月 株式会社リクルートコスモス(現、

株式会社コスモスイニシア)入社

平成12年４月 当社入社

平成17年10月 株式会社フージャースリビング

サービス取締役就任

平成21年６月 当社常勤監査役就任(現任)

 株式会社フージャースリビング

サービス監査役就任(現任)

平成25年４月 株式会社フージャースホールディ

ングス常勤監査役就任(現任)

 株式会社フージャースアベニュー

監査役就任(現任)
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監査役 ― 中　井　啓　之 昭和37年２月14日

昭和60年４月 株式会社リクルート入社

注６ ―

昭和62年４月 株式会社リクルートコスモス(現、

株式会社コスモスイニシア)入社

平成12年７月 株式会社プラグマ設立

代表取締役就任

平成13年５月 同社取締役就任

平成13年６月 当社常勤監査役就任

平成15年４月 株式会社フージャースリビング

サービス監査役就任

株式会社フージャースハート監査

役就任

平成17年４月 株式会社フージャースキャピタル

パートナーズ監査役就任

平成21年６月 当社監査役就任(現任)

 株式会社プラグマ代表取締役就任

(現任)

平成25年４月 株式会社フージャースホールディ

ングス監査役就任(現任)

監査役 ― 早　川　美恵子 昭和39年11月12日

昭和62年４月 株式会社リクルートコスモス(現、

株式会社コスモスイニシア)入社

注７ ―

平成７年10月 司法試験合格

平成10年４月 弁護士登録(第一東京弁護士会)

平成16年６月 当社監査役就任(現任)

平成25年４月 株式会社フージャースホールディ

ングス監査役就任(現任)

計 ―

(注) １　監査役　中井啓之及び早川美恵子は、社外監査役であります。

２ 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務遂行機能

を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

３　任期は、平成24年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり

ます。

４　任期は、平成25年４月１日から平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　任期は、平成25年３月31日から平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり

ます。

７　任期は、平成24年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり

ます。

 
 
 
 
　（訂正後）
 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役
会長

― 廣　岡　哲　也 昭和38年６月25日

昭和62年４月 株式会社リクルートコスモス

(現、株式会社コスモスイニシア)

入社

注２ ―

平成６年12月 有限会社フージャース(現、株式

会社フージャースコーポレーショ

ン)設立

代表取締役就任

平成14年10月 株式会社フージャースリビング

サービス代表取締役就任

平成15年４月 株式会社フージャースハート

代表取締役会長就任

平成17年４月 株式会社フージャースキャピタル

パートナーズ代表取締役就任

平成25年４月 当社代表取締役会長就任(現任)

 株式会社フージャースホールディ

ングス代表取締役社長就任(現任)

代表取締役

社長

ソリューション
事業部長

藤　井　幸　雄 昭和41年10月13日

平成２年４月 株式会社西洋環境開発入社

注３ ―

平成12年４月 オリックス株式会社入社

平成18年10月 当社入社

平成21年６月 当社執行役員投資開発部長就任

平成22年７月 当社常務執行役員開発事業本部長

就任

平成25年４月 当社代表取締役就任(現任)
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常務取締役 ― 牧　野　光　佳 昭和49年６月26日

平成７年４月 株式会社サンシティ住宅販売

(現、株式会社サンシティ)入社

注４ ―

平成18年１月 株式会社地建(現、アーバンシ

ティー)入社　同社本社営業本部

長就任

平成20年３月 同社取締役就任

平成23年12月 同社代表取締役就任

平成25年３月 当社取締役就任(現任)

 
 

取締役
 
 

営業本部長 大久保　将　樹 昭和50年３月３日

平成９年４月 東洋建設株式会社入社

注３ ―
平成17年１月 当社入社

平成24年７月 当社執行役員営業部長就任

平成25年４月 当社取締役就任(現任)

常勤
監査役

― 金　子　恭　恵 昭和35年２月７日

昭和55年４月 積水ハウス株式会社入社

注５ ―

昭和61年12月 株式会社リクルートコスモス

(現、株式会社コスモスイニシア)

入社

平成12年４月 当社入社

平成17年10月 株式会社フージャースリビング

サービス取締役就任

平成21年６月 当社常勤監査役就任(現任)

 株式会社フージャースリビング

サービス監査役就任(現任)

平成25年４月 株式会社フージャースホールディ

ングス常勤監査役就任(現任)

 株式会社フージャースアベニュー

監査役就任(現任)

計 ―

 
(注) １ 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務遂行機能

を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

２　任期は、平成24年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり

ます。

３　任期は、平成25年４月１日から平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　任期は、平成25年３月31日から平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり

ます。

 
 
 
 
 
 

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】
 
 
（訂正前）
 

〈前略〉
 
② 企業統治の体制

イ 会社の機関の基本説明

当社は、監査役制度を採用しており、監査役会設置会社であります。取締役は５名（うち社外取締役２

名）、監査役は３名（うち社外監査役２名）で構成されております。なお、平成25年４月２日以降につき

ましては、取締役４名（うち社外取締役０名）、監査役は３名（うち社外監査役２名）であります。

 
〈中略〉

 

　　ハ 監査役会

当社の監査役会は、会計、法務の専門的知識を有した監査役が、それぞれの職業倫理の観点より経営に対

する監視を実施することで、当社の企業倫理の確立に資する方針であります。毎月１回の監査役会を開催

し、取締役会その他の重要な会議への出席等を通じて、取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査
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を実施しており、コーポレート・ガバナンスの強化のため、内部監査及び会計監査人と連携して監査機能

がより有効・適切に機能するよう努めております。

 

〈中略〉

 

（リスク管理体制の整備の状況）

当社は、取締役及び使用人に法令・定款の遵守を徹底するため、コンプライアンス・リスク管理規程を

制定しております。また、取締役及び使用人が法令・定款等に違反する行為又はそのおそれを発見した場

合の報告体制として内部通報規程を制定し、内部通報窓口（監査役３名）及び内部通報ポストを設置して

おります。

これらの規程及び仕組みを徹底することで、リスク管理体制の強化を図っていく所存であります。

 

〈中略〉

 

④ 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は２名（平成25年４月２日以降０名）であります。また社外監査役は２名であります。

〈中略〉

なお、社外取締役伊久間努及び社外取締役中川智博は、平成25年４月１日付で社外取締役を退任し、同日

付で株式会社フージャースホールディングスの社外取締役に就任しております。

 

 

 

（訂正後）
 

〈前略〉
 
② 企業統治の体制

イ 会社の機関の基本説明

当社は、平成25年４月１日に持株会社である株式会社フージャースホールディングスの設立に伴い、同

社がグループ全体を統括する体制に移行しております。これに伴い、平成25年６月22日の定時株主総会に

おいて、定款を一部変更し、当社は監査役設置会社（監査役会非設置会社）となりました。平成25年３月

31日時点においては、取締役は５名（うち社外取締役２名）、監査役は３名（うち社外監査役２名）で構

成されておりますが、提出日現在においては、取締役４名（うち社外取締役０名）、監査役は１名（うち

社外監査役０名）であります。

 
〈中略〉

 

　　ハ 監査役

当社の監査役は、会計の専門的知識を有しており、職業倫理の観点より経営に対する監視を実施すること

で、当社の企業倫理の確立に資する方針であります。取締役会その他の重要な会議への出席等を通じて、

取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しており、コーポレート・ガバナンスの強化のた

め、内部監査及び会計監査人と連携して監査機能がより有効・適切に機能するよう努めております。

 

〈中略〉

 

（リスク管理体制の整備の状況）
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当社は、取締役及び使用人に法令・定款の遵守を徹底するため、コンプライアンス・リスク管理規程を

制定しております。また、取締役及び使用人が法令・定款等に違反する行為又はそのおそれを発見した場

合の報告体制として内部通報規程を制定し、内部通報窓口（監査役１名）を設置しております。

 

これらの規程及び仕組みを徹底することで、リスク管理体制の強化を図っていく所存であります。

 

〈中略〉

 

④ 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は２名（平成25年４月２日以降０名）であります。また社外監査役は２名（平成25年６

月23日以降０名）であります。

〈中略〉

なお、社外取締役伊久間努及び社外取締役中川智博は、平成25年４月１日付で社外取締役を退任し、同

日付で株式会社フージャースホールディングスの社外取締役に就任しております。

また、社外監査役中井啓之及び社外監査役早川美恵子は、平成25年４月１日付で株式会社フージャース

ホールディングスの社外監査役に就任しており、平成25年６月22日付で当社の社外監査役を退任しており

ます。
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