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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５月28日に提出いたしました第15期（自　平成21年３月１日　至　平成22年２月28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

 

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）

取締役社長
（代表取締役）

 野坂　英吾 昭和47年５月６日生

平成７年５月　有限会社トレジャー・ファクト

リー（現当社）設立、代表取締

役社長

平成11年12月　同社を株式会社トレジャー・

ファクトリーに改組　代表取締

役社長（現任）

（注）４ 6,910

専務取締役
営業部長兼
システム部
長

野坂　淳 昭和49年９月15日生

平成10年４月　有限会社トレジャー・ファクト

リー（現当社）入社

平成11年12月　当社取締役事業本部長

平成15年６月　当社専務取締役管理本部長兼シ

ステム部長

平成21年３月　当社専務取締役営業部長兼シス

テム部長（現任）

（注）４ 692

取締役 商品部長 澤田　卓 昭和48年４月15日生

平成８年４月　太平住宅株式会社入社

平成11年10月　有限会社トレジャー・ファクト

リー（現当社）入社

平成14年６月　当社商品スーパーバイザー

平成15年６月　当社商品部長兼店舗開発部長

平成16年１月　当社商品部長

平成16年５月　当社取締役商品部長（現任）

（注）４ 40

取締役  鈴木　信夫 昭和46年６月８日生

平成７年４月　株式会社日本オートメーション

入社

平成９年９月　千代田第一工業株式会社入社

平成12年１月　同社常務取締役

平成16年１月　同社代表取締役社長（現任）

平成16年５月　当社取締役

平成16年９月　当社取締役退任

平成18年５月　当社取締役（現任）

（注）４ 10
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

常勤監査役  内海　靖浩 昭和16年３月10日生

昭和39年４月　山種証券株式会社（現ＳＭＢＣ

フレンド証券株式会社）入社

平成元年６月　同社取締役

平成５年６月　株式会社山種調査センター常務

取締役

平成９年５月　株式会社キョウデン入社

平成10年２月　株式会社大川入社

平成12年12月　亜細亜証券印刷株式会社（現株

式会社プロネクサス）入社

平成14年３月　東洋ビジネスコンサルティング

株式会社入社

平成15年１月　当社顧問

平成15年５月　当社常勤監査役（現任）

平成18年３月　株式会社ゲームポット社外監査

役

（注）５ 10

監査役  石川　博康 昭和34年６月22日生

平成４年４月　弁護士登録（埼玉弁護士会）

石川博光法律事務所入所

平成12年１月　石川総合法律事務所設立、代表弁

護士

平成18年５月　当社監査役（現任）

平成19年４月　アーク法律事務所設立、代表弁護

士（現任）

平成19年６月　ブルドックソース株式会社社外

監査役（現任）

（注）５ 10

監査役  金野　栄太郎 昭和34年６月30日生

平成４年４月　朝日新和会計社（現あずさ監査

法人）入社

平成７年３月　公認会計士登録

平成８年12月　こんの公認会計士事務所（現の

ぞみ会計社）設立

平成12年４月　株式会社エフピー・フィール

ディング（現株式会社のぞみ

キャピタルマネジメント）代表

取締役（現任）

平成18年10月　東陽監査法人代表社員（現任）

平成19年５月　東陽監査法人理事（現任）

平成20年５月　当社監査役（現任）

（注）６ ―

計 7,672

　（注）１　専務取締役　野坂淳は、取締役社長　野坂英吾の実弟であります。

２　取締役　鈴木信夫は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

３　監査役　石川博康及び金野栄太郎は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

４　任期は、平成21年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結の時までであります。

５　任期は、平成19年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結の時までであります。

６　任期は、平成20年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結の時までであります。

 

EDINET提出書類

株式会社トレジャー・ファクトリー(E03520)

訂正有価証券報告書

3/5



　　（訂正後）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

取締役社長
（代表取締役）

 野坂　英吾 昭和47年５月６日生

平成７年５月　有限会社トレジャー・ファクト

リー（現当社）設立、代表取締

役社長

平成11年12月　同社を株式会社トレジャー・

ファクトリーに改組　代表取締

役社長（現任）

（注）４ 1,382,000

専務取締役
営業部長兼
システム部
長

野坂　淳 昭和49年９月15日生

平成10年４月　有限会社トレジャー・ファクト

リー（現当社）入社

平成11年12月　当社取締役事業本部長

平成15年６月　当社専務取締役管理本部長兼シ

ステム部長

平成21年３月　当社専務取締役営業部長兼シス

テム部長（現任）

（注）４ 138,400

取締役 商品部長 澤田　卓 昭和48年４月15日生

平成８年４月　太平住宅株式会社入社

平成11年10月　有限会社トレジャー・ファクト

リー（現当社）入社

平成14年６月　当社商品スーパーバイザー

平成15年６月　当社商品部長兼店舗開発部長

平成16年１月　当社商品部長

平成16年５月　当社取締役商品部長（現任）

（注）４ 8,000

取締役  鈴木　信夫 昭和46年６月８日生

平成７年４月　株式会社日本オートメーション

入社

平成９年９月　千代田第一工業株式会社入社

平成12年１月　同社常務取締役

平成16年１月　同社代表取締役社長（現任）

平成16年５月　当社取締役

平成16年９月　当社取締役退任

平成18年５月　当社取締役（現任）

（注）４ 2,000

常勤監査役  内海　靖浩 昭和16年３月10日生

昭和39年４月　山種証券株式会社（現ＳＭＢＣ

フレンド証券株式会社）入社

平成元年６月　同社取締役

平成５年６月　株式会社山種調査センター常務

取締役

平成９年５月　株式会社キョウデン入社

平成10年２月　株式会社大川入社

平成12年12月　亜細亜証券印刷株式会社（現株

式会社プロネクサス）入社

平成14年３月　東洋ビジネスコンサルティング

株式会社入社

平成15年１月　当社顧問

平成15年５月　当社常勤監査役（現任）

平成18年３月　株式会社ゲームポット社外監査

役

（注）５ 2,000
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

監査役  石川　博康 昭和34年６月22日生

平成４年４月　弁護士登録（埼玉弁護士会）

石川博光法律事務所入所

平成12年１月　石川総合法律事務所設立、代表弁

護士

平成18年５月　当社監査役（現任）

平成19年４月　アーク法律事務所設立、代表弁護

士（現任）

平成19年６月　ブルドックソース株式会社社外

監査役（現任）

（注）５ 2,000

監査役  金野　栄太郎 昭和34年６月30日生

平成４年４月　朝日新和会計社（現あずさ監査

法人）入社

平成７年３月　公認会計士登録

平成８年12月　こんの公認会計士事務所（現の

ぞみ会計社）設立

平成12年４月　株式会社エフピー・フィール

ディング（現株式会社のぞみ

キャピタルマネジメント）代表

取締役（現任）

平成18年10月　東陽監査法人代表社員（現任）

平成19年５月　東陽監査法人理事（現任）

平成20年５月　当社監査役（現任）

（注）６ ―

計 1,534,400

　（注）１　専務取締役　野坂淳は、取締役社長　野坂英吾の実弟であります。

２　取締役　鈴木信夫は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

３　監査役　石川博康及び金野栄太郎は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

４　任期は、平成21年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結の時までであります。

５　任期は、平成19年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結の時までであります。

６　任期は、平成20年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結の時までであります。
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