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【事務連絡者氏名】 企業戦略部長　松本敬三
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表示しております。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
　平成31年4月25日に開催されました、臨時株主総会およびその直後に開催されました取締役会にて当社取締

役が選任されましたことに伴い、平成31年2月28日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」と

いいます。）の関係情報を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。

 

２【訂正事項】
 

表紙

事務連絡者氏名

第二部　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、下線を付して表示しております。

 

【表紙】
　【事務連絡者氏名】

（訂正前）

部長　小松隆久

（訂正後）

企業戦略部長　松本敬三
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第二部【企業情報】

第４【提出会社の状況】

５【役員の状況】

（訂正前）

男性8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

代表取締役 社長 高梨　陽一 昭和30年８月６日

昭和54年４月　株式会社十字屋（現 株式会社ＯＰＡ）入社

平成８年２月　同社藤沢オーパ支配人

平成14年８月　同社キャナルシティオーパ支配人

平成21年３月　株式会社ＯＰＡ ＯＰＡ運営本部 東日本

運営部部長

平成25年３月　同社運営本部本部長兼営業企画室長

平成25年５月　株式会社キャナルシティ・オーパ取締役

平成26年５月　株式会社ＯＰＡ執行役員運営本部本部長兼

営業企画室長

平成27年３月　同社執行役員渉外担当

平成28年３月　同社渉外担当（嘱託）

平成28年５月　当社常務取締役

平成29年５月　当社代表取締役社長（現任）

(注)3 －

取締役

（非常勤）
－ 林　琢己 昭和35年４月30日

昭和60年４月　横浜市役所入庁

平成17年４月　市民局部次長（総務部総務課長）

平成18年４月　都市経営局部次長（政策部政策課長）

平成20年４月　市民活力推進局市民協働推進部長

平成22年４月　市民局区政支援部長

平成24年４月　金沢区長

平成27年４月　経済局長（現任）

平成27年５月　当社取締役（現任）

(注)3 －

取締役

（非常勤）
－ 伊東　慎介 昭和34年２月２日

昭和56年４月　横浜市役所入庁

平成11年４月　港湾局担当課長

平成12年４月　環境事業局西事務所長

平成14年５月　環境事業局総務部職員課長

平成15年４月　港湾局港湾経営部港湾経営課長

平成18年４月　経済観光局政策調整部経済企画課長

平成20年４月　港湾局横浜港管理センター長

平成22年４月　港湾局総務部長

平成24年４月　温暖化対策統括本部企画調整部担当部長

平成25年４月　港湾局担当理事 副局長兼総務部長

平成26年４月　港湾局長（現任）

平成26年５月　当社取締役（現任）

(注)3 －

取締役

（非常勤）
－ 中條　祐介 昭和39年４月２日

平成４年４月　横浜市立大学商学部専任講師

平成５年４月　横浜市立大学商学部助教授

平成16年８月　横浜市立大学商学部教授

平成18年11月　日本証券アナリスト協会試験委員（現任）

平成19年４月　横浜市立大学国際経営コース長  

平成20年12月　金融庁公認会計士試験委員

平成25年４月　横浜市立大学学術院人文社会科学系列長

平成25年５月　当社取締役（現任）

平成26年４月　横浜市立大学国際総合科学部学部長（現任）

(注)3 －
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取締役

（非常勤）
－ 久米本　憲一 昭和47年２月22日

平成６年４月　三菱商事株式会社 入社

平成18年５月　三菱商事（上海）有限公司 出向

平成20年５月　Diamond Realty Investments,Inc. 出向

平成23年４月　三菱商事株式会社収益不動産開発部

戦略・運営チームリーダー

平成25年10月　株式会社横浜赤レンガ代表取締役社長

平成28年４月　三菱商事株式会社国内不動産開発部開発

プロジェクトチームリーダー

平成30年４月　同社国内不動産開発部

総合開発チームリーダー

平成30年５月　当社 取締役（現任）

平成30年10月　三菱商事株式会社国内不動産開発部

部長代行

(注)3 －

監査役

(常勤)
－ 石橋 明比古 昭和25年９月25日

昭和49年４月　株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀

行）入行

昭和62年10月　同行赤坂支店副支店長

平成５年４月　同行南青山支店支店長

平成６年１月　同行三軒茶屋支店支店長

平成８年１月　同行企業金融部企業融資審査、当局検査対応

平成15年１月　ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

審査部長

平成18年６月　同社常務取締役

平成20年６月　同社非常勤顧問

平成21年６月　大手町建物株式会社常勤監査役

平成25年10月　独立行政法人中小企業基盤整備機構

経営支援部非常勤嘱託

平成27年４月　当社顧問

平成27年５月　当社常勤監査役(現任)

(注)4 －

監査役 － 川島 清嘉 昭和29年２月12日

昭和54年４月　弁護士登録(第二東京弁護士会)

昭和59年５月　川島法律事務所(横浜弁護士会(現神奈川県

弁護士会))(現任)

平成７年４月　最高裁判所司法研修所民事弁護教官

平成16年４月　横浜国立大学法科大学院実務家教授

平成21年４月　横浜国立大学法科大学院非常勤講師

平成23年４月　放送大学客員教授(現任)

平成24年６月　富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社社外取締役(現任)

平成25年11月　学校法人神奈川学園理事・評議員(現任)

平成27年６月　アマノ株式会社社外取締役（現任）

平成28年５月　当社顧問弁護士

平成29年４月　当社顧問弁護士契約終了

平成29年５月　当社 監査役（現任）

(注)4 －

監査役 － 石川 清貴 昭和27年３月１日

昭和49年４月　株式会社石川ふとん店入社

昭和60年７月　同社代表取締役 (現任)

昭和61年５月　六角橋商業協同組合代表理事

平成14年４月　神奈川区商店街連合会会長（現任）

平成14年５月　横浜市商店街総連合会理事

平成17年５月　同連合会副会長

平成23年５月　商連かながわ副会長（現任）

平成28年５月　当社 監査役（現任）

平成28年６月　横浜市商店街総連合会会長（現任）

平成28年６月　六角橋商業協同組合一般理事（現任）

(注)4 －

（注）　１．林琢己氏、伊東慎介氏、中條祐介氏、久米本憲一氏は、社外役員に該当する社外取締役です。

２．川島清嘉氏、石川清貴氏は、社外役員に該当する社外監査役です。

３．取締役の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時より、平成31年2月期に係る定時株主総会

終結の時までです。

４．監査役の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時より、平成32年2月期に係る定時株主総会

終結の時までです。
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（訂正後）

男性10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

代表取締役 社長 高梨　陽一 昭和30年８月６日

昭和54年４月　株式会社十字屋（現 株式会社ＯＰＡ）入社

平成８年２月　同社藤沢オーパ支配人

平成14年８月　同社キャナルシティオーパ支配人

平成21年３月　株式会社ＯＰＡ ＯＰＡ運営本部 東日本

運営部部長

平成25年３月　同社運営本部本部長兼営業企画室長

平成25年５月　株式会社キャナルシティ・オーパ取締役

平成26年５月　株式会社ＯＰＡ執行役員運営本部本部長兼

営業企画室長

平成27年３月　同社執行役員渉外担当

平成28年３月　同社渉外担当（嘱託）

平成28年５月　当社常務取締役

平成29年５月　当社代表取締役社長（現任）

(注)3 －

代表取締役
コーポレー

ト部門統括
小松 隆久 昭和33年10月26日

昭和58年４月　日本ビクター株式会社（現　株式会社JVC

ケンウッド）入社

平成17年４月　同社　ディスプレイ統括カテゴリー主幹

平成21年２月　ビクターサービスエンジニアリング

株式会社常務取締役

平成22年10月　株式会社JVCケンウッド財務戦略部

財務統括部シニアマネージャー

平成26年３月　同社退社

平成26年10月　株式会社横浜インポートマート入社

平成30年３月　当社　コーポレート部長

平成31年３月　当社　コーポレート部門　統括

平成31年４月　当社代表取締役

コーポレート部門統括（現任）

(注)3 －

代表取締役
事業部門

統括
野路 岳秀 昭和30年７月１日

昭和54年４月　株式会社ニチイ（現　イオンリテール

株式会社）入社

平成７年４月　株式会社横浜インポートマート出向

平成11年４月　同社　事業部長兼事業企画チームリーダー

平成13年３月　株式会社マイカル（現　イオンリテール

株式会社）店舗改革推進部戦略企画近畿

担当部長

平成14年５月　株式会社横浜インポートマート入社

平成14年７月　当社　事業推進ゼネラルマネージャー

平成19年４月　当社　経営企画・運営管理ゼネラル

マネージャー

平成30年９月　当社　管理部長

平成31年３月　当社　横浜ワールドポーターズ運営

事業部長

平成31年４月　当社代表取締役

事業部門統括（現任）

(注)3 －

取締役

（非常勤）
－ 林　琢己 昭和35年４月30日

昭和60年４月　横浜市役所入庁

平成17年４月　市民局部次長（総務部総務課長）

平成18年４月　都市経営局部次長（政策部政策課長）

平成20年４月　市民活力推進局市民協働推進部長

平成22年４月　市民局区政支援部長

平成24年４月　金沢区長

平成27年４月　経済局長（現任）

平成27年５月　当社取締役（現任）

(注)3 －
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取締役

（非常勤）
－ 中野　裕也 昭和37年11月18日

昭和60年４月　横浜市役所入庁

平成20年４月　港湾局南本牧事業推進担当課長

平成23年５月　港湾局企画調整課長

平成24年４月　港湾局建設保全部長

平成26年４月　港湾局企画調整部長

平成28年４月　港湾局政策調整部長

平成29年４月　港湾局副局長

平成30年４月　港湾局政策調整担当理事　兼

山下ふ頭再開発調整室長

平成31年４月　港湾局長（現任）

平成31年４月　当社 取締役(現任)

(注)3 －

取締役

（非常勤）
－ 中條　祐介 昭和39年４月２日

平成４年４月　横浜市立大学商学部専任講師

平成５年４月　横浜市立大学商学部助教授

平成16年８月　横浜市立大学商学部教授

平成18年11月　日本証券アナリスト協会試験委員（現任）

平成19年４月　横浜市立大学国際経営コース長  

平成20年12月　金融庁公認会計士試験委員

平成25年４月　横浜市立大学学術院人文社会科学系列長

平成25年５月　当社取締役（現任）

平成26年４月　横浜市立大学国際総合科学部学部長

平成31年４月　横浜市立大学理事・副学長　兼

国際総合科学部学部長

(注)3 －

取締役

（非常勤）
－ 田中　庸介 昭和49年９月２日

平成９年４月　株式会社フジタ 入社

平成13年12月　同社退社

平成14年１月　オリックス株式会社入社

平成20年３月　同社退社

平成20年４月　三菱商事株式会社入社

平成22年10月　同社　不動産金融事業ユニット

平成24年８月　ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント

株式会社出向

平成27年12月　三菱商事株式会社不動産アセット

マネジメント事業部第二チーム

平成28年10月　同社　不動産運用部不動産運用

第二チームリーダー

平成30年４月　同社　国内不動産開発部都市開発事業

チームリーダー

平成31年４月　同社　不動産事業統括部

国内不動産チームリーダー（現任）

平成31年４月　当社 取締役（現任）

(注)3 －

監査役

(常勤)
－ 石橋 明比古 昭和25年９月25日

昭和49年４月　株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀

行）入行

昭和62年10月　同行赤坂支店副支店長

平成５年４月　同行南青山支店支店長

平成６年１月　同行三軒茶屋支店支店長

平成８年１月　同行企業金融部企業融資審査、当局検査対応

平成15年１月　ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

審査部長

平成18年６月　同社常務取締役

平成20年６月　同社非常勤顧問

平成21年６月　大手町建物株式会社常勤監査役

平成25年10月　独立行政法人中小企業基盤整備機構

経営支援部非常勤嘱託

平成27年４月　当社顧問

平成27年５月　当社常勤監査役(現任)

(注)4 －
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監査役 － 川島 清嘉 昭和29年２月12日

昭和54年４月　弁護士登録(第二東京弁護士会)

昭和59年５月　川島法律事務所(横浜弁護士会(現神奈川県

弁護士会))(現任)

平成７年４月　最高裁判所司法研修所民事弁護教官

平成16年４月　横浜国立大学法科大学院実務家教授

平成21年４月　横浜国立大学法科大学院非常勤講師

平成23年４月　放送大学客員教授(現任)

平成24年６月　富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社社外取締役(現任)

平成25年11月　学校法人神奈川学園理事・評議員(現任)

平成27年６月　アマノ株式会社社外取締役（現任）

平成28年５月　当社顧問弁護士

平成29年４月　当社顧問弁護士契約終了

平成29年５月　当社 監査役（現任）

(注)4 －

監査役 － 石川 清貴 昭和27年３月１日

昭和49年４月　株式会社石川ふとん店入社

昭和60年７月　同社代表取締役 (現任)

昭和61年５月　六角橋商業協同組合代表理事

平成14年４月　神奈川区商店街連合会会長（現任）

平成14年５月　横浜市商店街総連合会理事

平成17年５月　同連合会副会長

平成23年５月　商連かながわ副会長（現任）

平成28年５月　当社 監査役（現任）

平成28年６月　横浜市商店街総連合会会長（現任）

平成28年６月　六角橋商業協同組合一般理事（現任）

(注)4 －

（注）　１．林琢己氏、中野裕也氏、中條祐介氏、田中庸介氏は、社外役員に該当する社外取締役です。

２．川島清嘉氏、石川清貴氏は、社外役員に該当する社外監査役です。

３．取締役の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時より、平成31年2月期に係る定時株主総会

終結の時までです。

４．監査役の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時より、平成32年2月期に係る定時株主総会

終結の時までです。
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