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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29年６月26日に提出した第118期（自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）有価証券報告書の記載事項

につき、一部訂正すべき事項がありましたので、当該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）

男性　　18名　女性　　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役

生産部門・調

達・物流部・ア

セアン・大洋州

地区・インド・

西アジア地区担

当

辻　秀文 昭和33年５月24日生

 
昭和56年４月 当社入社

平成16年10月

平成21年４月

当社もの造り本部生産技術企画部長

上海恩梯恩精密機電有限公司董事長

(兼)総経理

平成23年４月 当社執行役員

 当社中国地区副総支配人

平成24年４月 当社中国事業本部副本部長（兼）中

国地区副総支配人

平成25年４月 当社常務執行役員

当社中国事業本部本部長(兼)中国地

区総支配人

平成25年10月 当社中国地区総支配人

平成27年６月 当社取締役（現任）

当社生産部門・アセアン・大洋州地

区・インド・西アジア地区担当

平成28年４月 当社生産部門・調達・物流部・アセア

ン・大洋州地区・インド・西アジア地

区担当（現任）
 

(注)４ 33
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役

 

ＥＶモジュール

事業部長（兼）

自動車事業本部

副本部長

品質保証本部担

当

梅本　武彦 昭和32年３月７日生

  
昭和55年４月 当社入社

平成19年４月 当社産機商品本部製品設計部長

平成21年８月 当社産機商品本部応用設計部長

平成22年４月 当社産業機械事業本部産業機械技術

部長

平成23年４月 当社執行役員

当社産業機械事業本部副本部長

(兼)産業機械技術部長

平成24年４月 当社中国事業本部副本部長

(兼)中国地区副総支配人

平成25年４月 当社自動車事業本部副本部長

(現任）

当社精機商品事業部担当

平成25年８月 当社ＥＶモジュール事業本部本部長

平成26年４月 当社常務執行役員

平成27年４月 当社ＥＶモジュール事業本部本部長

当社品質管理部門担当

平成27年６月 当社取締役（現任）

平成28年４月 当社ＥＶモジュール事業部長（現任)

当社品質管理部担当

平成29年４月 当社品質保証本部担当（現任）
 

(注)４ 29

       
       
       

取締役

アセアン・大洋

州地区総支配人

（兼）インド・

西アジア地区総

支配人

鵜飼　英一 昭和32年２月１日生

 
昭和55年４月 当社入社

平成13年４月 当社岡山製作所品質保証部長

平成15年２月 当社磐田製作所品質保証部長

平成17年１月 当社品質管理部長

平成18年２月 当社宝塚製作所品質保証部長

平成19年１月 当社宝塚製作所副所長（兼）品質保

証部長

平成21年２月 当社品質管理部長

平成23年４月 当社執行役員

平成24年４月 当社自動車事業本部副本部長（兼）

岡山製作所長

平成25年６月 当社アセアン・大洋州・インド・西ア

ジア事業本部副本部長（兼）事業企

画部長（兼）アセアン・大洋州地区総

支配人

平成25年10月 当社アセアン・大洋州地区総支配人

(兼)インド・西アジア地区総支配人

(現任）

平成26年４月 当社常務執行役員

平成29年６月 当社取締役（現任）
 

(注)４ 38

       
       
       

    
 

計
 

 557
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　　（訂正後）

男性　　18名　女性　　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役
生産部門・調

達・物流部担当
辻　秀文 昭和33年５月24日生

 
昭和56年４月 当社入社

平成16年10月

平成21年４月

当社もの造り本部生産技術企画部長

上海恩梯恩精密機電有限公司董事長

(兼)総経理

平成23年４月 当社執行役員

 当社中国地区副総支配人

平成24年４月 当社中国事業本部副本部長（兼）中

国地区副総支配人

平成25年４月 当社常務執行役員

当社中国事業本部本部長(兼)中国地

区総支配人

平成25年10月 当社中国地区総支配人

平成27年６月 当社取締役（現任）

当社生産部門・アセアン・大洋州地

区・インド・西アジア地区担当

平成28年４月 当社生産部門・調達・物流部・アセア

ン・大洋州地区・インド・西アジア地

区担当

平成29年６月 当社生産部門・調達・物流部担当

(現任）
 

(注)４ 33

取締役

ＥＶモジュール

事業部長

品質保証本部担

当

梅本　武彦 昭和32年３月７日生

  
昭和55年４月 当社入社

平成19年４月 当社産機商品本部製品設計部長

平成21年８月 当社産機商品本部応用設計部長

平成22年４月 当社産業機械事業本部産業機械技術

部長

平成23年４月 当社執行役員

当社産業機械事業本部副本部長

(兼)産業機械技術部長

平成24年４月 当社中国事業本部副本部長

(兼)中国地区副総支配人

平成25年４月 当社自動車事業本部副本部長

当社精機商品事業部担当

平成25年８月 当社ＥＶモジュール事業本部本部長

(兼)自動車事業本部副本部長

平成26年４月 当社常務執行役員

平成27年４月 当社ＥＶモジュール事業本部本部長

(兼)自動車事業本部副本部長

当社品質管理部門担当

平成27年６月 当社取締役（現任）

平成28年４月 当社ＥＶモジュール事業部長

(兼)自動車事業本部副本部長

当社品質管理部担当

平成29年４月 当社ＥＶモジュール事業部長

(兼)自動車事業本部副本部長

当社品質保証本部担当（現任）

平成29年６月 当社ＥＶモジュール事業部長（現任)
 

(注)４ 29
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役

当社アフター

マーケット事業

本部・アセア

ン・大洋州地

区・インド・西

アジア地区・

NTN KOREA

CO.,LTD.担当

鵜飼　英一 昭和32年２月１日生

 
昭和55年４月 当社入社

平成13年４月 当社岡山製作所品質保証部長

平成15年２月 当社磐田製作所品質保証部長

平成17年１月 当社品質管理部長

平成18年２月 当社宝塚製作所品質保証部長

平成19年１月 当社宝塚製作所副所長（兼）品質保

証部長

平成21年２月 当社品質管理部長

平成23年４月 当社執行役員

平成24年４月 当社自動車事業本部副本部長（兼）

岡山製作所長

平成25年６月 当社アセアン・大洋州・インド・西ア

ジア事業本部副本部長（兼）事業企

画部長（兼）アセアン・大洋州地区総

支配人

平成25年10月 当社アセアン・大洋州地区総支配人

(兼)インド・西アジア地区総支配人

平成26年４月 当社常務執行役員

平成29年６月 当社取締役（現任）

当社アフターマーケット事業本部・

アセアン・大洋州地区・インド・西

アジア地区・NTN KOREA CO.,LTD.担

当(現任）
 

(注)４ 38

       
       
       

    
 

計
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