
平成 21 年８月 13 日 

 

各  位 

 

上場会社名  ビジネス・ワンホールディングス株式会社 

代表者名    代表取締役社長  尾﨑 朝樹 

   （コード番号：４８２７） 

上場取引所  証券会員制法人福岡証券取引所 

本社所在地  福岡県福岡市中央区薬院三丁目 16 番 27 号 

問合わせ先  業務本部本部長 原田 和裕 

       （TEL：092－534－7210） 

 

 

 

有価証券報告書の一部訂正に関するお知らせ 

 

 当社は、下記の有価証券報告書の記載事項において一部訂正すべき事項があったため、本日付で訂正報告書を福

岡財務支局に提出いたしましたのでお知らせいたします。 

 

 

記 

 
 
１．訂正した有価証券報告書 

 

    第 22 期 有価証券報告書（自 平成 20 年４月１日  至 平成 21 年３月 31 日） 

 

 

２．訂正内容 

 

 平成 21 年６月 30 日に提出いたしました第 22 期（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日）の有価証

券報告書の記載事項におきまして、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府

令（平成 21 年４月 20 日内閣府令第 27 号）により記載すべき事項を記載していなかったため、訂正報告を行うも

のであります。詳細につきましては、添付の訂正報告書をご参照くださいますようお願いいたします。  
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【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】 福岡財務支局長 

【提出日】 平成21年８月13日 

【事業年度】 第22期（自 平成21年４月１日 至 平成21年３月31日） 

【会社名】 ビジネス・ワンホールディングス株式会社 

【英訳名】 Business One Holdings, Inc. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  尾﨑 朝樹 

【本店の所在の場所】 福岡市中央区薬院三丁目16番27号 

【電話番号】 （０９２）５３４－７２１０ 

【事務連絡者氏名】 業務本部本部長  原田 和裕 

【最寄りの連絡場所】 福岡市中央区薬院三丁目16番27号 

【電話番号】 （０９２）５３４－７２１０ 

【事務連絡者氏名】 業務本部本部長  原田 和裕 

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人福岡証券取引所 

（福岡市中央区天神二丁目14番２号） 
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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 
 平成21年６月30日に提出いたしました第22期（自 平成20年４月１日 至 平成21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。 

 

２【訂正事項】 
第一部 企業情報 

第２ 事業の状況 

４ 事業等のリスク 

７ 財政状態及び経営成績の分析 

 

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。 

 



 

－  － 
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第一部【企業情報】 

第２【事業の状況】 
４【事業等のリスク】 

（訂正前） 

＜省略＞ 

投資有価証券に関する事項 

 現在、ＡＯＳテクノロジーズ株式会社の非上場株式を1,800株保有しており、市場での売買取引が行えない状

況です。既に投資有価証券評価損800,000千円を計上しておりますが、帳簿価格が100,000千円残っており、今後、

同株式の評価額が当社グループの業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

 

（訂正後） 

＜省略＞ 

投資有価証券に関する事項 

 現在、ＡＯＳテクノロジーズ株式会社の非上場株式を1,800株保有しており、市場での売買取引が行えない状

況です。既に投資有価証券評価損800,000千円を計上しておりますが、帳簿価格が100,000千円残っており、今後、

同株式の評価額が当社グループの業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

 

継続企業の前提に関する重要事象 

 当社は当連結会計年度末において継続的な営業損失の発生及び営業キャッシュフローのマイナスになっており、

継続企業の前提に関する重要事象が存在しておりますが、対策としまして次期におきましては以下のとおりの事

業計画が策定されており、次期の事業継続にあたり不確実性は存在しないことから、本有価証券報告書において

記載が不要となったため当該注記を解消することにいたしました。 

(1）当社の営業損失の主要因であるソフトウェア事業部門を、売上規模に応じた営業体制にすべく、希望退職等

を含め、大幅な見直しを行い、すでに平成20年３月末比で21名減少しており、次期においてさらに２～３名の

減少を計画しておりますので、次期においてはこの経費削減効果により収益構造の改善が十分見込めるものと

考えております。 

(2）次期は売上高947百万円、営業利益153百万円、経常利益85百万円を計画しております。 

 

７【財政状態及び経営成績の分析】 

（訂正前） 

(3）経営成績の分析 

 経営成績の分析については、「第２ 事業の状況、１．業績等の概要」をご参照ください。 

 

（訂正後） 

(3）経営成績の分析 

 継続企業の前提に関する重要事象につきましては、「事業等のリスク」を、また経営成績の分析につきまし

ては「第２ 事業の状況、１．業績等の概要」をご参照ください。 

 



 

－  － 
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第４【提出会社の状況】 
５【役員の状況】 

（訂正前） 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（株） 

取締役社長 

（代表取締

役） 

 尾﨑 朝樹 昭和20年１月22日生

昭和44年４月 株式会社福岡相互銀行（現

株式会社西日本シティ銀

行）入行 

平成８年６月 同行取締役就任 

平成11年６月 同行執行役員就任 

平成14年６月 株式会社九州リースサービ

ス 専務取締役就任 

平成19年６月 同退任 

平成19年７月 株式会社コマーシャル・

アールイー 顧問就任（現

任） 

平成20年１月 当社顧問就任 

平成20年６月 当社代表取締役就任（現

任） 

(注)３ 2,000

取締役  松田 敏男 昭和40年４月29日生

昭和59年４月 光洋システム株式会社入社 

昭和62年７月 当社入社 

平成12年10月 当社取締役就任 開発統括

部長 

平成16年４月 業務部部長 

平成16年６月 当社取締役退任 

平成17年４月 開発本部本部長 

平成17年６月 当社取締役就任 

平成18年４月 管理・開発本部本部長 

平成18年12月 当社代表取締役就任 

平成20年６月 当社取締役就任（現任） 

(注)３ 34

取締役  豊福 清 昭和29年２月16日生

昭和47年10月 株式会社ダイエー入社 

昭和49年10月 株式会社大朝産業入社 

昭和52年10月 株式会社西興住宅入社 

昭和60年７月 西武ハウス株式会社 代表

取締役就任（現任） 

平成20年６月 当社取締役就任（現任） 

(注)３ －

取締役  荒川 早人 昭和33年４月23日生

昭和56年４月 株式会社大谷楽器入社 

昭和61年６月 富士ソフトウェア株式会社

（現 富士ソフト株式会

社）入社 

平成14年５月 株式会社日本ビジネスソフ

ト 社外取締役就任（現

任） 

平成15年４月 富士ソフトＡＢＣ株式会社

（現 富士ソフト株式会

社）ＩＴ事業本部 九州事

業所長 

平成16年６月 富士ソフトＳＳＳ株式会社

社外取締役就任（現任） 

平成19年10月 富士ソフト株式会社 アウ

トソーシング事業本部 九

州事業所長就任（現任） 

平成20年６月 当社取締役就任（現任） 

(注)３ －



 

－  － 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（株） 

取締役  池田 幹 昭和29年10月28日生

平成５年２月 圓井研創株式会社入社 

平成11年９月 同社取締役就任 

平成14年５月 西日本ネオン電機株式会社

代表取締役就任 

平成15年３月 株式会社コマーシャル・

アールイー入社 

平成15年６月 同社取締役就任 

平成16年４月 同社常務取締役就任（現

任）ＡＭ事業本部長 

平成17年６月 幸洋グランディ株式会社

（現 株式会社ＣＲＥレジ

デンシャル）代表取締役就

任 

平成18年４月 株式会社コマーシャル・

アールイー 管理本部長

（現任） 

平成20年６月 当社取締役就任（現任） 

(注)３ －

常勤監査役  蟹川 陽一 昭和18年８月16日生

昭和42年４月 株式会社福岡相互銀行（現 

株式会社西日本シティ銀

行）入行 

昭和60年７月 同行香港駐在員事務所所長 

平成２年１月 同行ニューヨーク支店長 

平成８年８月 同行資金証券部長 

平成９年８月 同行国際部長 

平成10年８月 同行総務部長 

平成13年６月 株式会社福岡シティ銀行

（現 株式会社西日本シ

ティ銀行）常勤監査役就任 

平成19年５月 西部ガスエネルギー株式会

社法務室勤務（現任） 

平成20年６月 当社監査役就任（現任） 

(注)４ －

監査役  中 脩治郎 昭和10年１月21日生

昭和32年４月 株式会社福岡相互銀行（現 

株式会社西日本シティ銀

行）入行 

昭和51年６月 取締役就任 

昭和55年６月 常務取締役就任 

昭和62年６月 専務取締役就任 

平成元年６月 代表取締役専務就任 

平成５年６月 代表取締役副頭取就任 

平成11年６月 株式会社九州リースサービ

ス 代表取締役社長就任 

平成13年７月 株式会社福岡シティ銀行

（現 株式会社西日本シ

ティ銀行）常勤相談役就任 

平成14年６月 西部日本エンタープライズ

株式会社 取締役就任（現

任） 

平成20年６月 当社監査役就任（現任） 

(注)４ －

 



 

－  － 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（株） 

監査役  川庄 康夫 昭和22年１月11日生

昭和49年４月 監査法人サンワ事務所 入

所 

昭和52年８月 監査法人トーマツ 入所 

昭和56年１月 川庄公認会計士事務所所長

（現任） 

昭和62年12月 株式会社クリエイティブマ

ネージメントコンサルタン

ツ 代表取締役就任（現

任） 

平成５年２月 株式会社福岡県人事研究所

（現 株式会社ＫＳ人事研

究所）代表取締役就任（現

任） 

平成20年６月 当社監査役就任（現任） 

(注)４ －

    計  2,034

 （注）１．豊福清氏、荒川早人氏、池田幹氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

２．中脩治郎氏、川庄康夫氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

３．平成20年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間 

４．平成20年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

 



 

－  － 
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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
（株） 

取締役社長 
（代表取締
役） 

 尾﨑 朝樹 昭和20年１月22日生

昭和44年４月 株式会社福岡相互銀行（現

株式会社西日本シティ銀

行）入行 

平成８年６月 同行取締役就任 

平成11年６月 同行執行役員就任 

平成14年６月 株式会社九州リースサービ

ス 専務取締役就任 

平成19年６月 同退任 

平成19年７月 株式会社コマーシャル・

アールイー 顧問就任（現

任） 

平成20年１月 当社顧問就任 

平成20年６月 当社代表取締役就任（現

任） 

(注)３ 2,000

取締役  原田 和裕 昭和24年９月８日生

昭和48年４月 株式会社福岡相互銀行（現 

株式会社西日本シティ銀

行）入行 

平成７年10月 同行星の原出張所所長就任 

平成16年９月 同行審査業務部課長就任 

平成17年１月 同行退職 

平成17年２月 株式会社九州リースサービ

ス入社同社リスク管理室室

長就任 

平成18年８月 同社管理部長就任 

平成19年10月 同社経営管理室長就任 

平成21年４月 当社経営戦略室長就任（現

任） 

平成21年６月 当社取締役就任（現任） 

(注)３ －

取締役  中野 隆文 昭和35年３月13日生

昭和60年４月 鹿児島県商工会連合会入会 

平成元年10月 福岡地所株式会社入社 

平成18年４月 ザ・リッツカールトン東京

経理部長就任 

平成19年８月 フェニックスリゾート株式

会社統括経理部長就任 

平成20年６月 当社入社 

平成20年７月 ネットワークサポート株式

会社代表取締役就任 

ホワイトアメニティ株式会

社代表取締役就任 

平成20年10月 株式会社ビジネス・ワン代

表取締役就任（現任） 

株式会社ビジネス・ワン

ファシリティーズ代表取締

役就任（現任） 

平成21年６月 当社取締役就任（現任） 

(注)３ 20

 

 



 

－  － 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（株） 

取締役  豊福 清 昭和29年２月16日生

昭和47年10月 株式会社ダイエー入社 

昭和49年10月 株式会社大朝産業入社 

昭和52年10月 株式会社西興住宅入社 

昭和60年７月 西武ハウス株式会社 代表

取締役就任（現任） 

平成20年６月 当社取締役就任（現任） 

(注)３ －

取締役  荒川 早人 昭和33年４月23日生

昭和56年４月 株式会社大谷楽器入社 

昭和61年６月 富士ソフトウェア株式会社

（現 富士ソフト株式会

社）入社 

平成14年５月 株式会社日本ビジネスソフ

ト 社外取締役就任（現

任） 

平成15年４月 富士ソフトＡＢＣ株式会社

（現 富士ソフト株式会

社）ＩＴ事業本部 九州事

業所長 

平成16年６月 富士ソフトＳＳＳ株式会社

社外取締役就任（現任） 

平成19年10月 富士ソフト株式会社 アウ

トソーシング事業本部 九

州事業所長就任（現任） 

平成20年６月 当社取締役就任（現任） 

(注)３ －

取締役  池田 幹 昭和29年10月28日生

平成５年２月 圓井研創株式会社入社 

平成11年９月 同社取締役就任 

平成14年５月 西日本ネオン電機株式会社

代表取締役就任 

平成15年３月 株式会社コマーシャル・

アールイー入社 

平成15年６月 同社取締役就任 

平成16年４月 同社常務取締役就任（現

任）ＡＭ事業本部長 

平成17年６月 幸洋グランディ株式会社

（現 株式会社ＣＲＥレジ

デンシャル）代表取締役就

任 

平成18年４月 株式会社コマーシャル・

アールイー 管理本部長

（現任） 

平成20年６月 当社取締役就任（現任） 

(注)３ －

取締役  椎原 親徳 昭和31年11月23日生

昭和54年４月 宮原商事株式会社（現 九

州三菱電機販売株式会社）

入社 

昭和60年12月 同社退職 

昭和61年３月 株式会社コスモ・ソフト創

業同社代表取締役就任（現

任） 

平成21年６月 当社取締役就任（現任） 

(注)３ －

 



 

－  － 

 

(8) ／ 2009/08/13 17:09 (2009/08/13 17:09) ／ e05325_wk_09601048_0101010_提出_osxビジネスワンホールディングス_訂正有報.doc 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（株） 

常勤監査役  蟹川 陽一 昭和18年８月16日生

昭和42年４月 株式会社福岡相互銀行（現 

株式会社西日本シティ銀

行）入行 

昭和60年７月 同行香港駐在員事務所所長 

平成２年１月 同行ニューヨーク支店長 

平成８年８月 同行資金証券部長 

平成９年８月 同行国際部長 

平成10年８月 同行総務部長 

平成13年６月 株式会社福岡シティ銀行

（現 株式会社西日本シ

ティ銀行）常勤監査役就任 

平成19年５月 西部ガスエネルギー株式会

社法務室勤務 

平成20年６月 当社監査役就任（現任） 

(注)４ －

監査役  川庄 康夫 昭和22年１月11日生

昭和49年４月 監査法人サンワ事務所 入

所 

昭和52年８月 監査法人トーマツ 入所 

昭和56年１月 川庄公認会計士事務所所長

（現任） 

昭和62年12月 株式会社クリエイティブマ

ネージメントコンサルタン

ツ 代表取締役就任（現

任） 

平成５年２月 株式会社福岡県人事研究所

（現 株式会社ＫＳ人事研

究所）代表取締役就任（現

任） 

平成20年６月 当社監査役就任（現任） 

(注)４ －

 



 

－  － 

 

(9) ／ 2009/08/13 17:09 (2009/08/13 17:09) ／ e05325_wk_09601048_0101010_提出_osxビジネスワンホールディングス_訂正有報.doc 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（株） 

監査役  植松 嵒 昭和22年３月21日生

昭和44年４月 麻生セメント株式会社（現 

株式会社麻生）入社 

昭和56年３月 同社人事課長代理 

昭和62年11月 九州ウィルソンラーニング

株式会社代表取締役就任 

平成２年１月 麻生セメント株式会社人事

部長 

平成６年７月 同社飯塚病院事務長 

平成７年６月 同社取締役飯塚病院事務長

就任 

平成８年６月 同社取締役飯塚病院副院

長・飯塚病院事務長就任 

平成11年６月 同社常務取締役医療事業本

部長・飯塚病院副院長就任 

平成13年６月 同社代表取締役専務医療事

業本部長・飯塚病院副院長

就任 

平成19年６月 同退任 

平成20年３月 株式会社麻生、麻生介護

サービス株式会社顧問就任

（現任） 

平成21年６月 当社監査役就任（現任） 

(注)４ －

    計  2,020

 （注）１．豊福清氏、荒川早人氏、池田幹氏、椎原親徳氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

２．川庄康夫氏、植松嵒氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

３．平成21年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間 

４．平成21年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

 




