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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18年３月29日に提出いたしました第13期（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31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の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３ 設備の状況 

３ 設備の新設、除却等の計画 

(1）重要な設備の新設等 

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   を付して表示しております。 

  

 



第一部【企業情報】 
  

第３【設備の状況】 
  

３【設備の新設、除却等の計画】 

  （訂正前） 

(1）重要な設備の新設等 

  

  （訂正後） 

(1）重要な設備の新設等 

  

  

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容
投資予定額（千円）

資金調達方法 着手年月 完了予定年月
総額 既支払額

提出会社 
本社 
（東京都渋谷区） 

ホスティング
サービス事業 

販売管理シス
テム関連設備 

135,000 43,005 自己資金 平成17年６月 平成18年４月

提出会社 
本社 
（東京都渋谷区） 

ホスティング
サービス事業 

ホスティング
サービスの開
発 

165,000 － 自己資金 平成18年１月 平成18年８月

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容
投資予定額（千円）

資金調達方法 着手年月 完了予定年月
総額 既支払額

提出会社 
本社 
（東京都渋谷区） 

ホスティング
サービス事業 

販売管理シス
テム関連設備 

135,000 15,000 自己資金 平成17年６月 平成18年４月

提出会社 
本社 
（東京都渋谷区） 

ホスティング
サービス事業 

ホスティング
サービスの開
発 

165,000 － 自己資金 平成18年１月 平成18年８月



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
所有株式数
（株） 

代表取締役
社長 

  青山 満 昭和42年２月８日生

平成元年４月 東京航空計器株式会社入社 

5,050

平成７年９月 有限会社アイル（現当社）入社 

平成９年５月 株式会社アイル（現当社）代表取締役

社長就任（現任） 

平成９年10月 ラピッドサイト株式会社代表取締役社

長就任 

平成14年６月 合併に伴いラピッドサイト株式会社代

表取締役社長退任 

平成15年３月 グローバルメディアオンライン株式会

社（現ＧＭＯインターネット株式会

社）取締役就任（現任） 

平成16年12月 グービアジャパン株式会社代表取締役

社長就任（現任） 

平成17年３月 株式会社アット・ワイエムシー取締役

就任（現任） 

取締役会長   熊谷 正寿 昭和38年７月17日生

平成３年５月 株式会社ボイスメディア（現ＧＭＯイ

ンターネット株式会社）代表取締役社

長就任 

－

平成７年５月 同社代表取締役社長退任 

平成８年12月 インターキュー株式会社（現ＧＭＯイ

ンターネット株式会社）代表取締役社

長就任 

平成11年９月 株式会社まぐクリック代表取締役社長

就任 

平成12年４月 株式会社まぐクリック代表取締役社長

退任 

同社取締役就任（現任） 

平成13年８月 株式会社アイル（現当社）代表取締役

会長就任 

平成15年３月 グローバルメディアオンライン株式会

社（現ＧＭＯインターネット株式会

社）代表取締役会長兼社長就任 

（現任） 

株式会社アイル（現当社）代表取締役

会長退任 

株式会社アイル（現当社）取締役会長

（現任） 

平成16年11月 株式会社カードコマースサービス（現

ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会

社）取締役会長就任（現任） 



 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（株） 

取締役 
セキュリティサ
ービス事業統括 

中条 一郎 昭和40年７月18日生

昭和63年４月 株式会社ヤナセ入社 

2,335

平成３年８月 Takuyo corp.入社 

平成９年７月 WEBKEEPERS,Inc.入社 

平成９年10月 ラピッドサイト株式会社取締役就任 

平成10年４月 WEBKEEPERS,Inc.取締役就任 

平成12年２月 株式会社アイル（現当社）取締役就任

（現任） 

平成14年６月 合併に伴いラピッドサイト株式会社取

締役退任 

平成14年12月 WEBKEEPERS,Inc.取締役退任 

平成15年５月 日本ジオトラスト株式会社代表取締役

社長就任（現任） 

平成17年３月 マイティーサーバー株式会社取締役就

任（現任） 

          

以上省略 

          

取締役   安田 昌史 昭和46年６月10日生

平成８年10月 センチュリー監査法人（現新日本監査

法人）入所 

－

平成12年４月 同監査法人退所 

公認会計士登録 

グローバルメディアオンライン株式会

社（現ＧＭＯインターネット株式会

社）入社 

平成13年９月 同社経営戦略室長 

平成14年３月 同社取締役就任 

平成15年３月 同社グループ経営戦略担当兼ＩＲ担当

同社常務取締役就任 

株式会社アイル（現当社）取締役就任

（現任） 

平成16年３月 同社管理部門統括・グループ経営戦

略・ＩＲ担当（現任） 

平成16年11月 株式会社カードコマースサービス（現

ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会

社）監査役就任（現任） 

平成17年３月 グローバルメディアオンライン株式会

社（現ＧＭＯインターネット株式会

社）専務取締役就任（現任） 



  

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（株） 

取締役 経営企画室長 閑野 倫有 昭和47年７月24日生

平成９年10月 監査法人トーマツ入社 

203

平成13年４月 公認会計士登録 

平成15年１月 株式会社アイル（現当社）入社 

平成15年５月 日本ジオトラスト株式会社監査役就任

（現任） 

平成15年７月 経営企画室長（現任） 

平成16年12月 グービアジャパン株式会社取締役就任

（現任） 

平成17年３月 株式会社アット・ワイエムシー監査役

就任（現任） 

マイティーサーバー株式会社監査役就

任（現任） 

常勤監査役   藤田 智秀 昭和41年12月31日生

平成２年２月 株式会社シービーエス入社 

200

平成６年８月 株式会社早稲田経営学院入社 

平成11年７月 ラピッドサイト株式会社入社 

平成12年７月 株式会社アイル（現当社）入社 

平成15年３月 株式会社アイル（現当社）監査役就任

（現任） 

        

以下省略 

        

        計 8,483



  （訂正後） 

  
 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（株） 

代表取締役
社長 

  青山 満 昭和42年２月８日生

平成元年４月 東京航空計器株式会社入社 

5,050

平成７年９月 有限会社アイル（現当社）入社 

平成９年５月 株式会社アイル（現当社）代表取締役

社長就任（現任） 

平成９年10月 ラピッドサイト株式会社代表取締役社

長就任 

平成14年６月 合併に伴いラピッドサイト株式会社代

表取締役社長退任 

平成15年３月 グローバルメディアオンライン株式会

社（現ＧＭＯインターネット株式会

社）取締役就任（現任） 

平成16年12月 グービアジャパン株式会社代表取締役

社長就任（現任） 

平成17年３月 株式会社アット・ワイエムシー取締役

就任（現任） 

平成18年３月 日本ジオトラスト株式会社取締役就任

（現任） 

取締役会長   熊谷 正寿 昭和38年７月17日生

平成３年５月 株式会社ボイスメディア（現ＧＭＯイ

ンターネット株式会社）代表取締役社

長就任 

－

平成７年５月 同社代表取締役社長退任 

平成８年12月 インターキュー株式会社（現ＧＭＯイ

ンターネット株式会社）代表取締役社

長就任 

平成11年９月 株式会社まぐクリック代表取締役社長

就任 

平成12年４月 株式会社まぐクリック代表取締役社長

退任 

同社取締役就任（現任） 

平成13年８月 株式会社アイル（現当社）代表取締役

会長就任 

平成15年３月 グローバルメディアオンライン株式会

社（現ＧＭＯインターネット株式会

社）代表取締役会長兼社長就任 

（現任） 

株式会社アイル（現当社）代表取締役

会長退任 

株式会社アイル（現当社）取締役会長

（現任） 

平成16年12月 株式会社カードコマースサービス（現

ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会

社）取締役会長就任（現任） 

平成17年３月 JWord株式会社代表取締役会長就任 

（現任） 



 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（株） 

取締役 
セキュリティサ
ービス事業統括 

中条 一郎 昭和40年７月18日生

昭和63年４月 株式会社ヤナセ入社 

2,335

平成３年８月 Takuyo corp.入社 

平成９年７月 WEBKEEPERS,Inc.入社 

平成９年10月 ラピッドサイト株式会社取締役就任 

平成10年４月 WEBKEEPERS,Inc.取締役就任 

平成12年２月 株式会社アイル（現当社）取締役就任

（現任） 

平成14年６月 合併に伴いラピッドサイト株式会社取

締役退任 

平成14年12月 WEBKEEPERS,Inc.取締役退任 

平成15年４月 日本ジオトラスト株式会社代表取締役

社長就任（現任） 

平成17年３月 マイティーサーバー株式会社取締役就

任（現任） 

          

以上省略 

          

取締役 経営企画室長 閑野 倫有 昭和47年７月24日生

平成９年10月 監査法人トーマツ入社 

203

平成13年４月 公認会計士登録 

平成15年１月 株式会社アイル（現当社）入社 

平成15年４月 日本ジオトラスト株式会社監査役就任 

平成15年７月 経営企画室長 

平成16年12月 グービアジャパン株式会社取締役就任

（現任） 

平成17年３月 株式会社アット・ワイエムシー監査役

就任（現任） 

マイティーサーバー株式会社監査役就

任（現任） 

平成18年３月 当社取締役経営企画室長就任（現任） 

日本ジオトラスト株式会社取締役就任

（現任） 

SWsoft Japan株式会社（現H&S Japan

株式会社）監査役就任（現任） 



  

  

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（株） 

取締役   安田 昌史 昭和46年６月10日生

平成８年10月 センチュリー監査法人（現新日本監査

法人）入所 

－

平成12年４月 同監査法人退所 

公認会計士登録 

グローバルメディアオンライン株式会

社（現ＧＭＯインターネット株式会

社）入社 

平成13年９月 同社経営戦略室長 

平成14年３月 同社取締役就任 

平成15年３月 同社グループ経営戦略担当兼ＩＲ担当

同社常務取締役就任 

株式会社アイル（現当社）取締役就任

（現任） 

平成16年３月 同社管理部門統括・グループ経営戦

略・ＩＲ担当（現任） 

平成16年12月 株式会社カードコマースサービス（現

ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会

社）監査役就任（現任） 

平成17年３月 グローバルメディアオンライン株式会

社（現ＧＭＯインターネット株式会

社）専務取締役就任（現任） 

常勤監査役   藤田 智秀 昭和41年12月31日生

平成２年２月 株式会社シービーエス入社 

200

平成６年８月 株式会社早稲田経営学院入社 

平成11年７月 ラピッドサイト株式会社入社 

平成12年７月 株式会社アイル（現当社）入社 

平成15年３月 株式会社アイル（現当社）監査役就任

（現任） 

平成16年12月 グービアジャパン株式会社監査役就任

（現任） 

平成18年３月 日本ジオトラスト株式会社監査役就任

（現任） 

        

以下省略 

        

        計 8,483
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