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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

2020年６月29日に提出いたしました、第82期（自 2019年４月１日 至 2020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 

４．コーポレート・ガバナンスの状況等 

（１）コーポレート・ガバナンスの概要 

① 企業統治の体制 

A.企業統治の体制の概要 

３【訂正箇所】 

訂正箇所は、下線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】 

４【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】 

① 企業統治の体制 

A.企業統治の体制の概要 

（訂正前） 

 

各機関を構成する役職員の一覧 

取締役会  経営会議  監査等委員会 

氏 名 役 職  氏 名 役 職  氏 名 役 職 

加藤 哲夫 代表取締役会長  加藤 哲夫 代表取締役会長  比護 正史 社外取締役 

新芝 宏之 代表取締役社長兼執行役員 
 
新芝 宏之 代表取締役社長兼執行役員 

 
河野 宏和 社外取締役 

新堂 弘幸 取締役副会長 田中  充 取締役兼専務執行役員 永井 幹人 社外取締役 

田中  充 取締役兼専務執行役員  池田 嘉宏 取締役兼常務執行役員    

池田 嘉宏 取締役兼常務執行役員  江越  誠 取締役兼執行役員    

江越  誠 取締役兼執行役員  寺山  彰 副社長執行役員    

比護 正史 社外取締役  村井 博幸 専務執行役員    

河野 宏和 社外取締役  早川 政博 常務執行役員    

永井 幹人 社外取締役  国広 昭彦 常務執行役員    

   渕上 貴広 常務執行役員    

   清原 俊和 執行役員    

   塩川 克史 執行役員    

   堀野 公康 執行役員    
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（訂正後） 

 

各機関を構成する役職員等の一覧 

取締役会  経営会議  監査等委員会 

氏 名 役 職  氏 名 役 職  氏 名 役 職 

加藤 哲夫 代表取締役会長  加藤 哲夫 代表取締役会長  比護 正史 社外取締役 

新芝 宏之 代表取締役社長兼執行役員  新芝 宏之 代表取締役社長兼執行役員  河野 宏和 社外取締役 

新堂 弘幸 取締役副会長  田中  充 取締役兼専務執行役員  永井 幹人 社外取締役 

田中  充 取締役兼専務執行役員  池田 嘉宏 取締役兼常務執行役員    

池田 嘉宏 取締役兼常務執行役員  江越  誠 取締役兼執行役員    

江越  誠 取締役兼執行役員  寺山  彰 副社長執行役員    

比護 正史 社外取締役  村井 博幸 専務執行役員    

河野 宏和 社外取締役  早川 政博 常務執行役員    

永井 幹人 社外取締役  国広 昭彦 常務執行役員    

   渕上 貴広 常務執行役員    

   清原 俊和 執行役員    

   塩川 克史 執行役員    

   堀野 公康 執行役員    

   藤野  敦 岡三証券㈱常務執行役員    

   松本 貴司 岡三証券㈱常務執行役員    

   篠原 達芳 
岡三オンライン証券㈱ 

代表取締役社長 
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