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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、平成28年２月３日開催の取締役会において、平成28年２月に開催予定の定時株主総会に提出する議案（監

査等委員会設置会社への移行等を目的とした「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）

４名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」）

を決定し、平成28年１月４日に有価証券報告書を提出した時点においては未定であった「第一部　企業情報　第４　

提出会社の状況　５　役員の状況」に関するものを記載することができることとなったため、当該有価証券報告書の

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。

　

（訂正前）

５ 【役員の状況】

（１）平成28年１月４日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。

男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）

＜中略＞

（２）平成28年２月に定時株主総会を予定しておりますが、提出日現在では決議事項が未定であります。

 
（訂正後）

５ 【役員の状況】

（１）平成28年１月４日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。

男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）

＜中略＞

（２）平成28年２月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、監査等委員会設置会社への移行等を

目的とした「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」、「監査

等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、

当該提案が全て承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該

定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。

男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）

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

― 檜 垣 周 作

 
昭和51年

１月13日生

 

平成11年４月 アサヒビール㈱入社

(注)

３
―

平成13年11月 阪神酒販㈱代表取締役社長(現任)

平成21年３月 HSIグローバル㈱代表取締役社長(現任)

平成21年６月 ㈱とり鉄社外取締役(現任)

平成21年10月 ㈱アスラポート・ダイニング代表取締役社長(現

任)

平成23年６月 ㈱プライム・リンク代表取締役社長(現任)

平成24年１月 ㈱フードスタンドインターナショナル代表取締役

社長(現任)

平成25年４月 九州乳業㈱代表取締役社長(現任)

平成25年９月 ㈱弘乳舎代表取締役(現任)

平成27年４月 ㈱どさん子取締役(現任)

 茨城乳業㈱取締役(現任)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

取締役
管理本部
管掌

西 澤 淳
昭和50年

６月27日生

平成10年４月 オムロンマーケティング㈱入社

(注)

３
―

平成18年９月 阪神酒販㈱入社

平成19年４月 阪神酒販㈱取締役マーケティング部長

平成22年３月 ㈱マインマート代表取締役

 大酒販㈱代表取締役

平成23年４月 常楽酒造㈱取締役(現任)

平成24年３月 東洋商事㈱代表取締役社長(現任)

平成24年12月 小林産業㈱代表取締役社長(現任)

平成25年６月 ㈱ミートクレスト取締役(現任)

平成25年12月 ㈱ホッコク(現㈱ＤＳＫグループ)取締役(現任)

 ㈱どさん子取締役(現任)

平成26年４月 九州乳業㈱社外取締役(現任)

平成26年６月 阿櫻酒造㈱取締役(現任)

平成27年１月 ㈱ドリームコーポレーション取締役(現任)

平成27年３月 ㈱モミアンドトイ・エンターテイメント代表取締

役会長(現任)

取締役 営業管掌 田 中 文 悟
昭和51年

４月26日生

平成11年４月 アサヒビール㈱入社

(注)

３
―

平成18年10月 阪神酒販㈱入社

平成19年４月 阪神酒販㈱取締役

平成22年３月 ㈱田中文悟商店代表取締役社長(現任)

平成22年４月 阿櫻酒造㈱代表取締役社長(現任)

 千代菊㈱代表取締役社長(現任)

 富士高砂酒造㈱取締役(現任)

平成23年４月 常楽酒造㈱取締役(現任)

 東洋商事㈱取締役(現任)

平成24年11月 三千櫻酒造㈱代表取締役(現任)

平成27年１月 ㈱ドリームコーポレーション監査役(現任)

平成27年３月 ㈱モミアンドトイ・エンターテイメント監査役

(現任)

取締役
経営戦略
管掌

西 田 英 司
昭和42年
６月30日生

平成２年４月 太陽石油㈱東京支店入社

(注)

３
―

平成４年１月 米国コスモ石油㈱ニューヨーク非常勤

平成８年６月 ㈱ニシダ取締役

平成17年11月 ㈲ニシダリバイタル代表取締役(現任)

平成18年２月 宮交ショップアンドレストラン㈱代表取締役社長

平成18年６月 宮交ホールディングス㈱取締役

平成19年２月 スカイネットアジア航空㈱取締役

平成21年５月 宮崎交通㈱取締役

平成22年10月 ㈱ニシダ・ホールディングス代表取締役(現任)

取締役
(監査等委員)

― 土 井 充
昭和22年
７月１日生

昭和55年３月 公認会計士登録(現任)

(注)

４
―

昭和58年３月 税理士登録(現任)

平成15年５月 ㈱やすらぎ(現㈱カチタス)社外監査役

平成17年６月 当社監査役(現任)

平成21年６月 ㈱コジマ社外監査役(現任)

取締役
(監査等委員)

― 香 本 明 彦
昭和18年
11月24日生

昭和56年３月 公認会計士登録(現任)

(注)

４
―

 公認会計士香本明彦事務所設立(現任)

昭和57年10月 税理士登録(現任)

 香本明彦税理士事務所設立(現任)

平成２年９月 清友監査法人代表社員

平成23年６月 ㈱ザ・キッス社外監査役(現任)

平成26年12月 当社監査役(現任)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

― 中 村 敏 夫
昭和24年
２月９日生

昭和47年２月 ㈱大林組入社

(注)

４
―

昭和53年８月 ㈱壽屋入社

平成元年12月 ㈱やまや取締役

平成３年10月 日本乾溜工業㈱常務取締役

平成15年10月 ㈲ビィグロウ代表取締役社長

平成18年９月 阪神酒販㈱執行役員管理部長

平成19年９月 ㈱力の源カンパニー常務取締役

平成23年７月 ㈱渡辺製麺代表取締役社長

平成25年６月 ㈱アスラポート・ダイニング取締役管理本部長

(現任)

平成25年９月 ㈱弘乳舎監査役(現任)

平成26年６月 ㈱プライム・リンク取締役(現任)

計 ―
 

（注）１ 平成28年２月23日開催予定の定時株主総会において定款の変更が決議されますと、当社は、同日付を

もって監査等委員会設置会社に移行することとなります。

２ 取締役（監査等委員）土井充、香本明彦及び中村敏夫は、いずれも社外取締役であります。

３ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成27年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年９月期に

係る定時株主総会終結の時までであります。

４ 監査等委員である取締役の任期は、平成27年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年９月期に

係る定時株主総会終結の時までであります。

５ 当社は、平成28年２月23日開催予定の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の

員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を

選任する議案を提出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

毛 塚 邦 治
昭和42年

６月30日生

平成４年10月 中央新光監査法人(みすず監査法人に改称)入所

(注) ―

平成８年４月 公認会計士登録(現任)

平成18年５月 毛塚会計事務所設立(現任)

平成19年４月 税理士登録(現任)

平成27年２月 リーバイ・ストラウス ジャパン㈱社外監査役(現任)
 

(注) 補欠の監査等委員である取締役が就任した場合の任期は、退任した監査等委員である取締役の任

期の満了の時までであります。
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