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 平成24年６月29日に提出した第36期（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）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。 

  

第一部 企業情報 

第４ 提出会社の状況 

５ 役員の状況 

  

 訂正箇所は＿線で示しております。 

  

１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

２【訂正事項】

３【訂正箇所】
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 （訂正前） 

第一部【企業情報】

第４【提出会社の状況】

５【役員の状況】

 役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

代表取締役

社長 
  安野 清 昭和19年12月14日生

昭和43年９月 友華堂（個人経営）創業 

昭和46年12月 有限会社日本リボワール設立 

  代表取締役社長 

昭和52年６月 株式会社友華堂（現当社）設立 

  代表取締役社長（現任） 

平成２年９月 株式会社友華堂（現株式会社フレンドス

テージ）設立代表取締役社長（現任） 

(注)２ 5,467

取締役 

常務執行役員

企画本部長兼

新事業本部長

兼受託事業本

部長 

安野 雄一朗 昭和51年10月15日生

平成13年４月 国際証券株式会社（現三菱東京ＵＦＪモ

ルガン・スタンレー証券株式会社）入社 

平成16年４月 当社入社 

当社社長室勤務  

平成17年３月 当社経営企画室長 

平成21年６月 当社取締役経営企画室長 

平成22年４月 当社取締役経営企画室担当兼 

受託事業本部長 

平成22年10月 当社取締役受託事業本部長 

平成23年４月 当社取締役常務執行役員新事業本部長兼 

受託事業本部長 

平成24年４月 当社取締役常務執行役員企画本部長兼新

事業本部長兼受託事業本部長（現任） 

(注)２

  ６
39

取締役 

常務執行役員

情報システム

本部長兼ＥＣ

事業本部長兼

第２ＥＣ事業

本部長兼デー

タプロセス本

部長 

野村 育孝 昭和44年９月16日生

平成３年４月

平成９年１月

ウチダエスコ株式会社入社 

株式会社大塚商会入社  

平成16年11月 当社入社 

当社インターネット事業部勤務 

平成18年３月 当社ＥＣ事業本部チーフマネジャー 

平成22年１月 当社情報システム本部長兼 

ＥＣ事業本部長 

平成22年６月 当社取締役情報システム本部長兼 

ＥＣ事業本部長 

平成23年４月 当社取締役常務執行役員情報システム本

部長兼ＥＣ事業本部長兼データプロセス

本部長 

平成23年12月 当社取締役常務執行役員情報システム本

部長兼ＥＣ事業本部長兼第２ＥＣ事業本

部長兼データプロセス本部長（現任） 

(注)２ 0

取締役 
執行役員 

社長室長 
宍戸 順子 昭和33年５月22日生

昭和61年８月 株式会社友華堂（現当社）入社 

平成８年４月 当社第一企画室顧問 

平成９年６月 当社取締役企画担当 

平成23年３月 株式会社エルドラド代表取締役就任 

（現任） 

平成23年４月 当社取締役執行役員社長室長（現任） 

(注)２ 19

－3－



（注）＜省略＞ 

  

 役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役 
執行役員 

経営企画室長 
島野 武夫 昭和25年２月23日生

昭和48年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京

ＵＦＪ銀行）入行 

平成９年２月 企画部品質管理室室長 

平成12年５月 当社入社 

当社社長室顧問 

平成13年６月 当社管理本部長 

平成18年６月 当社常務取締役資金部長 

平成19年６月 フレンドリー株式会社代表取締役就任

（現任）  

平成20年４月 当社常務取締役ファイナンス事業本部長 

平成20年４月 株式会社サンステージ代表取締役就任 

平成21年６月 当社専務取締役ファイナンス事業本部長

兼資金部長 

平成23年４月 当社取締役執行役員経営企画室長 

（現任） 

(注)２ 1

取締役 

執行役員 

企画本部営業

推進室長 

生川 雅一 昭和38年９月８日生

昭和61年４月 当社入社 

当社第二企画室勤務 

平成８年３月 当社第二企画室マネジャー 

平成15年４月 当社第九企画室マネジャー 

平成17年３月 当社企画本部長 

平成17年６月 当社取締役企画本部長 

平成23年４月 当社取締役執行役員企画本部長 

平成23年４月 当社取締役執行役員企画本部営業推進室

長（現任） 

(注)２ 1

取締役 

執行役員 

企画副本部長

兼第二企画室

部長兼店舗開

発事業部長 

下川 英士 昭和48年11月12日生

平成８年４月 当社入社 

当社第二企画室勤務 

平成19年４月 当社第二企画室マネジャー 

平成22年１月 当社企画副本部長兼第二企画室部長  

平成23年４月 当社執行役員企画副本部長兼第二企画室

部長 

平成23年６月 当社執行役員企画副本部長兼第二企画室

部長兼店舗開発事業部長 

平成24年６月 当社取締役執行役員企画副本部長兼第二

企画室部長兼店舗開発事業部長（現任） 

(注)３ 0

常勤監査役   河原塚 隆史 昭和41年８月21日生

平成６年１月 当社入社 

当社情報システム室勤務 

平成12年５月 当社情報システム室マネジャー 

平成20年９月 当社内部監査室マネジャー 

平成22年１月 当社内部監査室部長 

平成23年６月 当社常勤監査役就任（現任） 

(注)５ 4

監査役   中村 勲 昭和８年８月８日生
昭和60年４月 弁護士登録 

平成５年６月 当社監査役就任（現任） 

(注)１

    ４
－

監査役   渡部 行光 昭和27年４月10日生

昭和53年３月 公認会計士登録 

昭和53年８月 税理士登録 

平成６年６月 当社監査役就任（現任） 

平成７年12月 渡部税務会計事務所所長（現任） 

(注)１

   ５
－

        計   10,658
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 （訂正後） 

 役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

代表取締役

社長 
  安野 清 昭和19年12月14日生

昭和43年９月 友華堂（個人経営）創業 

昭和46年12月 有限会社日本リボワール設立 

  代表取締役社長 

昭和52年６月 株式会社友華堂（現当社）設立 

  代表取締役社長（現任） 

平成２年９月 株式会社友華堂（現株式会社フレンドス

テージ）設立代表取締役社長（現任） 

(注)２ 5,467

取締役 

常務執行役員

企画本部長兼

新事業本部長

兼受託事業本

部長 

安野 雄一朗 昭和51年10月15日生

平成13年４月 国際証券株式会社（現三菱東京ＵＦＪモ

ルガン・スタンレー証券株式会社）入社 

平成16年４月 当社入社 

当社社長室勤務  

平成17年３月 当社経営企画室長 

平成21年６月 当社取締役経営企画室長 

平成22年４月 当社取締役経営企画室担当兼 

受託事業本部長 

平成22年10月 当社取締役受託事業本部長 

平成23年４月 当社取締役常務執行役員新事業本部長兼 

受託事業本部長 

平成24年４月 当社取締役常務執行役員企画本部長兼新

事業本部長兼受託事業本部長（現任） 

(注)２

  ６
39

取締役 

常務執行役員

情報システム

本部長兼ＥＣ

事業本部長兼

第２ＥＣ事業

本部長兼デー

タプロセス本

部長 

野村 育孝 昭和44年９月16日生

平成３年４月

平成９年１月

ウチダエスコ株式会社入社 

株式会社大塚商会入社  

平成16年11月 当社入社 

当社インターネット事業部勤務 

平成18年３月 当社ＥＣ事業本部チーフマネジャー 

平成22年１月 当社情報システム本部長兼 

ＥＣ事業本部長 

平成22年６月 当社取締役情報システム本部長兼 

ＥＣ事業本部長 

平成23年４月 当社取締役常務執行役員情報システム本

部長兼ＥＣ事業本部長兼データプロセス

本部長 

平成23年12月 当社取締役常務執行役員情報システム本

部長兼ＥＣ事業本部長兼第２ＥＣ事業本

部長兼データプロセス本部長（現任） 

(注)２ 0

取締役 
執行役員 

社長室長 
宍戸 順子 昭和33年５月22日生

昭和61年８月 株式会社友華堂（現当社）入社 

平成８年４月 当社第一企画室顧問 

平成９年６月 当社取締役企画担当 

平成23年３月 株式会社エルドラド代表取締役就任 

（現任） 

平成23年４月 当社取締役執行役員社長室長（現任） 

(注)２ 19

取締役 
執行役員 

経営企画室長 
島野 武夫 昭和25年２月23日生

昭和48年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京

ＵＦＪ銀行）入行 

平成９年２月 企画部品質管理室室長 

平成12年５月 当社入社 

当社社長室顧問 

平成13年６月 当社管理本部長 

平成18年６月 当社常務取締役資金部長 

平成19年６月 フレンドリー株式会社代表取締役就任

（現任）  

平成20年４月 当社常務取締役ファイナンス事業本部長 

平成20年４月 株式会社サンステージ代表取締役就任 

平成21年６月 当社専務取締役ファイナンス事業本部長

兼資金部長 

平成23年４月 当社取締役執行役員経営企画室長 

（現任） 

(注)２ 1
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（注）＜省略＞ 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役 

執行役員 

企画本部営業

推進室長 

生川 雅一 昭和38年９月８日生

昭和61年４月 当社入社 

当社第二企画室勤務 

平成８年３月 当社第二企画室マネジャー 

平成15年４月 当社第九企画室マネジャー 

平成17年３月 当社企画本部長 

平成17年６月 当社取締役企画本部長 

平成23年４月 当社取締役執行役員企画本部長 

平成23年４月 当社取締役執行役員企画本部営業推進室

長（現任） 

(注)２ 1

取締役 

執行役員 

企画副本部長

兼第二企画室

部長兼店舗開

発事業部長 

下川 英士 昭和48年11月12日生

平成８年４月 当社入社 

当社第二企画室勤務 

平成19年４月 当社第二企画室マネジャー 

平成22年１月 当社企画副本部長兼第二企画室部長  

平成23年４月 当社執行役員企画副本部長兼第二企画室

部長 

平成23年６月 当社執行役員企画副本部長兼第二企画室

部長兼店舗開発事業部長 

平成24年６月 当社取締役執行役員企画副本部長兼第二

企画室部長兼店舗開発事業部長（現任） 

(注)３ 0

常勤監査役   河原塚 隆史 昭和41年８月21日生

平成６年１月 当社入社 

当社情報システム室勤務 

平成12年５月 当社情報システム室マネジャー 

平成20年９月 当社内部監査室マネジャー 

平成22年１月 当社内部監査室部長 

平成23年６月 当社常勤監査役就任（現任） 

(注)５ 4

監査役   中村 勲 昭和８年８月８日生
昭和60年４月 弁護士登録 

平成５年６月 当社監査役就任（現任） 

(注)１

    ４
－

監査役   渡部 行光 昭和27年４月10日生

昭和53年３月 公認会計士登録 

昭和53年８月 税理士登録 

平成６年６月 当社監査役就任（現任） 

平成７年12月 渡部税務会計事務所所長（現任） 

(注)１

   ５
－

        計   5,532

－6－


