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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23日に提出いたしました第11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

　　

　　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２　【事業の状況】

　　４　【事業等のリスク】

　　　１．事業内容及び特有の法的規制に係わるリスクについて

　　　

（訂正前）　

（１）～（３）　（省略）

（4）サイトの健全性の維持に係わるリスク

　当社グループが提供するSNS「ZOZOPEOPLE」においては、PEOPLE会員同士がWEB上でコミュニケーションを

図っており、係るコミュニケーションにおいては、他人の所有権、知的財産権、名誉、プライバシーその他の権

利等の侵害が生じる危険性が存在しております。当社グループは、このような各種トラブルを未然に防ぐ努力

として以下のような禁止事項を利用規約に明記すると共に、利用規約の遵守状況を常時モニタリングしてお

り、「ZOZOPEOPLE」の健全性の維持に努めております。

　①～⑳　（省略）

 

（訂正後）

（１）～（３）　（省略）

（4）サイトの健全性の維持に係わるリスク

　当社グループが提供するSNS「ZOZOPEOPLE」においては、PEOPLE会員同士がWEB上でコミュニケーションを

図っており、係るコミュニケーションにおいては、他人の所有権、知的財産権、名誉、プライバシーその他の権

利等の侵害が生じる危険性が存在しております。当社グループは、このような各種トラブルを未然に防ぐ努力

として以下のような禁止事項を利用規約に明記すると共に、利用規約の遵守状況を常時モニタリングしてお

り、「ZOZOPEOPLE」の健全性の維持に努めております。 

　①～⑳　（省略）

　しかしながら、今後急速に会員数が増加し、「ZOZOPEOPLE」内においてトラブルが発生した場合には、利用規
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約の内容に関わらず、当社グループが法的責任を問われる可能性があります。また、当社グループの法的責任

が問われない場合においても、トラブルの発生自体がサイトのブランドイメージの悪化を招き、当社グループ

の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

　　

　

　　２．経営成績及び財政状態に影響を及ぼすリスク要因について

　　

（訂正前）

（１）～（６）（省略）

　

（訂正後）

（１）～（６）（省略）

（7）顧客の嗜好への対応について

　当社グループは、流行に敏感な顧客層に支持されるブランドに加え、ファッションに対する先鋭的な感性を

持つ顧客層に支持されたブランドを取り扱っております。こうした先鋭的な顧客の嗜好が変化した場合には、

新たなファッション嗜好に対応するブランドや商材を取り扱っていく必要性が生じることも考えられ、当社

グループが顧客の嗜好の変化に対応できなかった場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があ

ります。

　

　

　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 ― 前澤　友作 昭和50年11月22日

平成10年５月当社設立

当社代表取締役就任（現

任）
 (注)２ 231,340

平成20年５月 株式会社スタートトゥデイ

コンサルティング取締役就

任（現任）

取締役 創造開発本部長 山田　潤 昭和51年11月３日

平成９年５月 佐川急便株式会社入社

(注)２ 9,000

平成10年５月当社入社

平成12年４月当社取締役就任

平成18年10月当社取締役EC事業本部長

就任

平成19年７月当社取締役創造開発本部

長就任(現任)

取締役
マーケティング
本部長

前原　正宏 昭和51年４月26日

平成12年４月東京ラインプリンタ印刷

株式会社入社

(注)２ 5,200平成13年３月当社入社

平成18年２月当社取締役マーケティン

グ本部長就任（現任）

取締役 ＣＦＯ 栁澤　孝旨 昭和46年５月19日

平成７年４月 株式会社富士銀行（現株

式会社みずほ銀行）入社

(注)２ 400

平成11年５月株式会社NTTデータ経営研

究所入社

平成17年５月みずほ証券株式会社入社

平成18年２月当社常勤監査役就任

平成20年６月 当社取締役経営管理本部長

就任

平成21年４月当社取締役ＣＦＯ就任

（現任）
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取締役
フルフィルメン
ト本部長

大石　亜紀子 昭和51年９月３日

平成９年３月 日本電信電話㈱入社

(注)２ 1,800

平成11年１月㈱フジパシフィック音楽

出版入社

平成13年９月㈱ワイツー入社

平成14年５月当社入社

平成18年２月EC事業本部ストア運営管

理部ディレクター

平成19年６月当社取締役就任

平成19年７月当社取締役EC事業本部長就

任

平成21年４月当社取締役フルフィルメン

ト本部長就任（現任）

取締役 EC事業本部長 武藤　貴宣 昭和53年２月６日

平成12年４月㈱東光OAシステム入社

(注)２ 1,620

平成14年３月当社入社

平成18年２月EC事業本部新規事業創造

部ディレクター

平成18年11月想像戦略室長

平成19年６月 当社取締役就任

平成20年５月 株式会社スタートトゥデイ

コンサルティング取締役就

任（現任）

平成21年４月当社取締役EC事業本部長就

任（現任）

（省略）

(注) ２　平成21年６月23日開催の臨時株主総会終結の時から平成23年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであ

ります。

　　 ３　平成20年６月25日開催の株主総会終結の時から平成24年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　

（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 ― 前澤　友作 昭和50年11月22日

平成10年５月当社設立

当社代表取締役就任（現

任）
 (注)２ 231,340

平成20年５月 株式会社スタートトゥデイ

コンサルティング取締役就

任（現任）

取締役 創造開発本部長 山田　潤 昭和51年11月３日

平成９年５月 佐川急便株式会社入社

(注)２ 9,000

平成10年５月当社入社

平成12年４月当社取締役就任

平成18年10月当社取締役EC事業本部長

就任

平成19年７月当社取締役創造開発本部

長就任(現任)

取締役
マーケティング
本部長

前原　正宏 昭和51年４月26日

平成12年４月東京ラインプリンタ印刷

株式会社入社

(注)２ 5,200平成13年３月当社入社

平成18年２月当社取締役マーケティン

グ本部長就任（現任）

取締役 ＣＦＯ 栁澤　孝旨 昭和46年５月19日

平成７年４月 株式会社富士銀行（現株

式会社みずほ銀行）入社

(注)２ 400

平成11年５月株式会社NTTデータ経営研

究所入社

平成17年５月みずほ証券株式会社入社

平成18年２月当社常勤監査役就任

平成20年６月 当社取締役経営管理本部長

就任

平成21年４月当社取締役ＣＦＯ就任

（現任）
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取締役
フルフィルメン
ト本部長

大石　亜紀子 昭和51年９月３日

平成９年３月 日本電信電話㈱入社

(注)２ 1,800

平成11年１月㈱フジパシフィック音楽

出版入社

平成13年９月㈱ワイツー入社

平成14年５月当社入社

平成18年２月EC事業本部ストア運営管

理部ディレクター

平成19年６月当社取締役就任

平成19年７月当社取締役EC事業本部長就

任

平成21年４月当社取締役フルフィルメン

ト本部長就任（現任）

取締役 EC事業本部長 武藤　貴宣 昭和53年２月６日

平成12年４月㈱東光OAシステム入社

(注)２ 1,620

平成14年３月当社入社

平成18年２月EC事業本部新規事業創造

部ディレクター

平成18年11月想像戦略室長

平成19年６月 当社取締役就任

平成20年５月 株式会社スタートトゥデイ

コンサルティング取締役就

任（現任）

平成21年４月当社取締役EC事業本部長就

任（現任）

（省略）

(注) ２　平成21年６月23日開催の定時株主総会終結の時から平成23年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであ

ります。

     　３　平成20年６月25日開催の定時株主総会終結の時から平成24年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までで

　　　　　 あります。
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