
　
【表紙】 　

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の２第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年６月28日

【事業年度】 第33期(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)

【会社名】 日本ライフライン株式会社

【英訳名】 Japan Lifeline Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　鈴　木　啓　介

【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川二丁目２番20号

【電話番号】 (03)6711-5200

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長　政　次　浩　二

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川二丁目２番20号

【電話番号】 (03)6711-5200

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長　政　次　浩　二

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所

　 (大阪府大阪市中央区北浜一丁目８番16号)

　

EDINET提出書類

日本ライフライン株式会社(E02881)

訂正有価証券報告書

1/4



１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成25年６月26日に提出いたしました第33期(自　平成24年４月１日　至　平成25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４　提出会社の状況　

５　役員の状況
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(訂正前)

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

取締役会長
代表取締役

― 増　本　武　司 昭和19年12月８日生

昭和56年２月 ㈱メディカル八千代田　専務取締役、㈱
メディカル八千代田東京販売(現　イン
ター・ノバ㈱)専務取締役を経て、当社
設立　代表取締役社長

(注)３ 307

平成17年６月 代表取締役会長（現任）

取締役社長
代表取締役

― 鈴　木　啓　介 昭和28年９月９日生

昭和56年２月 ㈱メディカル八千代田東京販売(現　イ
ンター・ノバ㈱)、㈲カーディオ・セン
ター代表取締役を経て、当社取締役

(注)３ 331
昭和62年４月 当社取締役副社長(平成４年11月退任)

平成６年１月 当社相談役

平成９年６月 当社取締役副社長

平成17年６月 代表取締役社長（現任）

取締役
副社長

事業本部長 鈴　木　厚　宏 昭和33年６月５日生

昭和59年９月 遠州興業㈲を経て、当社入社

(注)３ 41

平成12年４月 当社営業副本部長

平成17年６月 当社取締役
当社営業本部長

平成19年４月 当社事業本部長(現任)

平成19年６月
平成23年６月
平成25年６月

当社常務取締役
当社専務取締役
当社取締役副社長(現任)

専務取締役 管理本部長 政　次　浩　二 昭和29年８月25日生

平成５年５月 エスエス製薬㈱を経て、当社入社

(注)３ 3

平成14年３月 当社経理部長

平成17年６月 当社取締役
当社管理本部長(現任)

平成19年６月
平成23年６月

当社常務取締役
当社専務取締役(現任)

乗務取締役
開発生産
本部長

高　橋　省　吾 昭和39年7月8日生

平成６年12月
平成21年４月
平成22年３月
平成23年４月
平成23年６月
平成25年６月

ユニバーサル証券㈱を経て、当社入社
当社法務室長
当社法務室長兼開発生産部長
当社開発生産本部長（現任）
当社取締役
当社常務取締役(現任)

(注)３ 1

取締役 監査室長 長　濱　岳　司 昭和24年12月14日生

昭和57年８月 当社入社

(注)３ 116

昭和60年10月 当社取締役

平成７年４月 当社内部監査担当

平成９年６月 当社営業管理部長

平成14年４月 当社監査室担当

平成16年４月 当社監査室長

平成17年６月 当社常勤監査役

平成18年６月 当社取締役（現任）

　 当社監査室長(現任)

取締役 業務本部長 黒　沼　孝　之 昭和31年11月10日

平成４年３月
サロモンスポーツ販売㈱を経て、当社入
社

(注)３ 8
平成15年10月当社販売企画・管理室長

平成21年４月 当社業務統括部長
平成21年６月
平成23年４月

当社取締役（現任）
当社業務本部長（現任）

取締役 ― 佐々木　文　裕 昭和32年７月10日生

昭和56年４月
 
平成24年４月
 
平成24年６月

㈱日本リクルートセンター（現㈱リク
ルート）入社
㈱ザイマックスアカウンティングパー
トナー代表取締役社長（現任）
当社取締役（現任）

(注)３ ー

常勤監査役 ― 上　田　勝　啓 昭和26年１月23日生

昭和56年２月 ㈱メディカル八千代田東京販売（現　イ
ンター・ノバ㈱）を経て、当社取締役

(注)４ 134

昭和62年４月 当社常務取締役

平成９年４月 当社大阪支店長

平成12年４月 当社監査室担当

平成14年４月 当社CS事業部長

平成15年４月 当社CVS事業部長

平成17年６月 当社監査室長

平成18年６月 当社常勤監査役(現任)

監査役 ― 苅　米　　　裕 昭和38年４月12日生

昭和62年９月
平成２年９月
 
平成15年６月
平成18年６月

学校法人大原学園大原簿記学校入社
右山昌一郎税理士事務所(現　税理士法
人右山事務所)
苅米裕税理士事務所開設
当社監査役（現任）

(注)４ ―

監査役 ― 中　村　勝　彦 昭和39年10月29日生

平成２年９月 TMI総合法律事務所入所

(注)４ ―
平成15年６月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務

所入所
平成18年６月 TMI総合法律事務所パートナー（現任）

平成24年６月 当社監査役(現任)

計 　 944
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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)

取締役会長
代表取締役

― 増　本　武　司 昭和19年12月８日生

昭和56年２月 ㈱メディカル八千代田　専務取締役、㈱
メディカル八千代田東京販売(現　イン
ター・ノバ㈱)専務取締役を経て、当社
設立　代表取締役社長

(注)３ 307

平成17年６月 代表取締役会長（現任）

取締役社長
代表取締役

― 鈴　木　啓　介 昭和28年９月９日生

昭和56年２月 ㈱メディカル八千代田東京販売(現　イ
ンター・ノバ㈱)、㈲カーディオ・セン
ター代表取締役を経て、当社取締役

(注)３ 331
昭和62年４月 当社取締役副社長(平成４年11月退任)

平成６年１月 当社相談役

平成９年６月 当社取締役副社長

平成17年６月 代表取締役社長（現任）

取締役
副社長

事業本部長 鈴　木　厚　宏 昭和33年６月５日生

昭和59年９月 遠州興業㈲を経て、当社入社

(注)３ 41

平成12年４月 当社営業副本部長

平成17年６月 当社取締役
当社営業本部長

平成19年４月 当社事業本部長(現任)

平成19年６月
平成23年６月
平成25年６月

当社常務取締役
当社専務取締役
当社取締役副社長(現任)

専務取締役 管理本部長 政　次　浩　二 昭和29年８月25日生

平成５年５月 エスエス製薬㈱を経て、当社入社

(注)３ 3

平成14年３月 当社経理部長

平成17年６月 当社取締役
当社管理本部長(現任)

平成19年６月
平成23年６月

当社常務取締役
当社専務取締役(現任)

常務取締役
開発生産
本部長

高　橋　省　悟 昭和39年7月8日生

平成６年12月
平成21年４月
平成22年３月
平成23年４月
平成23年６月
平成25年６月

ユニバーサル証券㈱を経て、当社入社
当社法務室長
当社法務室長兼開発生産部長
当社開発生産本部長（現任）
当社取締役
当社常務取締役(現任)

(注)３ 1

取締役 監査室長 長　濱　岳　司 昭和24年12月14日生

昭和57年８月 当社入社

(注)３ 116

昭和60年10月 当社取締役

平成７年４月 当社内部監査担当

平成９年６月 当社営業管理部長

平成14年４月 当社監査室担当

平成16年４月 当社監査室長

平成17年６月 当社常勤監査役

平成18年６月 当社取締役（現任）

　 当社監査室長(現任)

取締役 業務本部長 黒　沼　孝　之 昭和31年11月10日

平成４年３月
サロモンスポーツ販売㈱を経て、当社入
社

(注)３ 8
平成15年10月当社販売企画・管理室長

平成21年４月 当社業務統括部長
平成21年６月
平成23年４月

当社取締役（現任）
当社業務本部長（現任）

取締役 ― 佐々木　文　裕 昭和32年７月10日生

昭和56年４月
 
平成24年４月
 
平成24年６月

㈱日本リクルートセンター（現㈱リク
ルート）入社
㈱ザイマックスアカウンティングパー
トナー代表取締役社長（現任）
当社取締役（現任）

(注)３ ー

常勤監査役 ― 上　田　勝　啓 昭和26年１月23日生

昭和56年２月 ㈱メディカル八千代田東京販売（現　イ
ンター・ノバ㈱）を経て、当社取締役

(注)４ 134

昭和62年４月 当社常務取締役

平成９年４月 当社大阪支店長

平成12年４月 当社監査室担当

平成14年４月 当社CS事業部長

平成15年４月 当社CVS事業部長

平成17年６月 当社監査室長

平成18年６月 当社常勤監査役(現任)

監査役 ― 苅　米　　　裕 昭和38年４月12日生

昭和62年９月
平成２年９月
 
平成15年６月
平成18年６月

学校法人大原学園大原簿記学校入社
右山昌一郎税理士事務所(現　税理士法
人右山事務所)
苅米裕税理士事務所開設
当社監査役（現任）

(注)４ ―

監査役 ― 中　村　勝　彦 昭和39年10月29日生

平成２年９月 TMI総合法律事務所入所

(注)４ ―
平成15年６月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務

所入所
平成18年６月 TMI総合法律事務所パートナー（現任）

平成24年６月 当社監査役(現任)

計 　 944
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