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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25年３月29日に提出いたしました第40期(自 平成24年１月１日 至 平成24年12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。 

 

 

 



第一部 【企業情報】 

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) 

代表取締
役会長 

─ 野村 俊郎 昭和22年2月7日生

昭和49年１月 ビクター計算機九州販売㈱(現ソフト

マックス㈱)設立 

昭和51年８月 ㈱ビクターターミナルシステムズ(現

ソフトマックス㈱)へ商号変更 代表

取締役 

昭和54年５月 ㈱宮崎ビジネスコンピュータ(現ソフ

トマックス㈱)設立 代表取締役 

昭和57年６月 ㈱西日本ビジネスコンピュータ(現ソ

フトマックス㈱)設立 代表取締役 

昭和60年６月 ㈱スペック(現ソフトマックス㈱)設立

代表取締役 

昭和60年９月 ㈱日本メディカルシステム(現ソフト

マックス㈱)設立 代表取締役 

平成２年７月 ㈱リンクス設立 代表取締役（現任） 

平成10年６月 サイバーウェイ㈱(現ソフトマックス

㈱)設立 代表取締役 

平成11年８月 ㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソ

フトマックス㈱)   代表取締役会長 

平成13年１月 ソフトマックス㈱  (５社合併により

商号変更) 代表取締役会長（現任） 

平成21年２月 ヒューマンメディック㈱設立 取締役 

（現任） 

(注)２ 918,000

代表取締
役社長 

─ 永里 義夫 昭和27年12月20日生

昭和54年４月 高千穂電気㈱ 入社 

平成４年１月 同社 取締役 

平成10年６月 サイバーウェイ㈱(現ソフトマックス

㈱)設立 代表取締役 

平成11年12月 ㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソ

フトマックス㈱) 取締役 

平成13年１月 ソフトマックス㈱ （５社合併により

商号変更） 取締役 

平成18年４月 当社 代表取締役社長（現任） 

(注)２ 28,000

取締役 
副社長 

営業統括
担当 

田中 慎二 昭和25年10月11日生

昭和52年４月 日本ＩＢＭ㈱ 入社 

平成２年１月 同社 医療ソリューション営業部長 

平成９年１月 同社 医療システム事業部長 

平成11年１月 同社 ヘルスケア事業部長 

平成15年９月 ㈱亀田医療情報研究所 取締役副社長 

平成16年６月 同社 代表取締役社長 

平成19年10月 シーメンス亀田医療情報システム(現

亀田医療情報㈱) 代表取締役社長  

平成23年５月 Orion Health（株）日本代表 

平成25年３月 当社 入社 

平成25年３月 当社 取締役副社長 営業統括担当 

（現任） 

(注)３ －

 



（訂正後） 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有 
株式数
(株) 

代表取締
役会長 

─ 野村 俊郎 昭和22年2月7日生

昭和49年１月 ビクター計算機九州販売㈱(現ソフト

マックス㈱)設立 

昭和51年８月 ㈱ビクターターミナルシステムズ(現

ソフトマックス㈱)へ商号変更 代表

取締役 

昭和54年５月 ㈱宮崎ビジネスコンピュータ(現ソフ

トマックス㈱)設立 代表取締役 

昭和57年６月 ㈱西日本ビジネスコンピュータ(現ソ

フトマックス㈱)設立 代表取締役 

昭和60年６月 ㈱スペック(現ソフトマックス㈱)設立

代表取締役 

昭和60年９月 ㈱日本メディカルシステム(現ソフト

マックス㈱)設立 代表取締役 

平成２年７月 ㈱リンクス設立 代表取締役（現任） 

平成10年６月 サイバーウェイ㈱(現ソフトマックス

㈱)設立 代表取締役 

平成11年８月 ㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソ

フトマックス㈱)   代表取締役会長 

平成13年１月 ソフトマックス㈱  (５社合併により

商号変更) 代表取締役会長（現任） 

平成21年２月 ヒューマンメディック㈱設立 取締役 

（現任） 

(注)２ 918,000

代表取締
役社長 

─ 永里 義夫 昭和27年12月20日生

昭和54年４月 高千穂電気㈱ 入社 

平成４年１月 同社 取締役 

平成10年６月 サイバーウェイ㈱(現ソフトマックス

㈱)設立 代表取締役 

平成11年12月 ㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソ

フトマックス㈱) 取締役 

平成13年１月 ソフトマックス㈱ （５社合併により

商号変更） 取締役 

平成18年４月 当社 代表取締役社長（現任） 

(注)２ 28,000

取締役 
上級 
副社長 

─ 田中 慎二 昭和25年10月11日生

昭和52年４月 日本ＩＢＭ㈱ 入社 

平成２年１月 同社 医療ソリューション営業部長 

平成９年１月 同社 医療システム事業部長 

平成11年１月 同社 ヘルスケア事業部長 

平成15年９月 ㈱亀田医療情報研究所 取締役副社長 

平成16年６月 同社 代表取締役社長 

平成19年10月 シーメンス亀田医療情報システム(現

亀田医療情報㈱) 代表取締役社長  

平成23年５月 Orion Health（株）日本代表 

平成25年３月 当社 入社 

平成25年３月 当社 取締役上級副社長（現任） 

(注)３ －
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１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】 

当社代表取締役社長永里義夫は、当社の第40期(自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日)の

有価証券報告書の訂正報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確

認いたしました。 

 

２ 【特記事項】 

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

 


