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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29日に提出いたしました第110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】
第一部　企業情報

第３　設備の状況

１　設備投資等の概要

第４　提出会社の状況

５　役員の状況

６　コーポレート・ガバナンスの状況等

(1）コーポレート・ガバナンスの状況

 

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３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　　（訂正前）

当連結会計年度の設備投資等につきましては、生産設備の合理化を中心として、製品の高付加価値化及び品質の向

上を目的としたもので、有形固定資産に係る設備投資等の総額は14億２千９百万円であり、その主な内容は次のとお

りであります。

（省略）

 

　　（訂正後）

当連結会計年度の設備投資等につきましては、生産設備の合理化を中心として、製品の高付加価値化及び品質の向

上を目的としたもので、有形固定資産に係る設備投資等の総額は14億２千５百万円であり、その主な内容は次のとお

りであります。

（省略）
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第４【提出会社の状況】

５【役員の状況】

　　（訂正前）

（省略）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（百株）

取締役 技術本部長 原田　喜弘 （省略）

（省略）

平成29年６月

（省略）

当社取締役に就任

現在に至る

(省略) （省略）

取締役

開発・営業本

部長

 
開発・営業本

部営業部門長

山下　匡史 （省略）

（省略）

平成29年６月

（省略）

当社取締役に就任

現在に至る (省略) （省略）

（省略）

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（百株）

監査役

（常勤）
 白鳥　栄次 （省略） （省略） （省略） (省略) （省略）

監査役  山田　潤二 （省略）

昭和48年４月 株式会社富士銀行入行

(省略) （省略）

平成７年４月 同行飯田橋支店長

平成13年６月 同行執行役員名古屋支店長

平成14年４月 株式会社みずほ銀行常務執行役員

（同行は平成17年１月で退社）

平成17年６月 大成建設株式会社常務役員

平成22年４月 同社専務執行役員

（同社は平成26年３月で退社）

平成25年６月 ゼビオ株式会社社外取締役

現在に至る

平成26年６月 当社監査役に就任

現在に至る

監査役  谷　学 （省略）

昭和63年４月 新日本製鐵株式會社入社

(省略) （省略）

平成７年６月 同社大阪支店ステンレス室掛長

平成14年４月 同社ステンレス事業部ステンレス営業

部ステンレス薄板第一グループマネ

ジャー

平成15年10月 新日鐵住金ステンレス株式会社営業本

部ステンレス鋼板営業部ステンレス薄

板第三グループマネジャー

平成17年７月 同社製造本部光製造所生産管理部薄板

調整室長

平成19年７月 同社企画部企画室部長代理

平成27年４月 同社企画部担当部長

平成29年４月 同社企画部長

平成29年６月 当社監査役に就任

現在に至る

（省略）
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　　（訂正後）

（省略）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

常務取締役 技術本部長 原田　喜弘 （省略）

（省略）

平成29年６月

（省略）

当社常務取締役に就任

現在に至る

(省略) （省略）

常務取締役

開発・営業本

部長

 
開発・営業本

部営業部門長

山下　匡史 （省略）

（省略）

平成29年６月

（省略）

当社常務取締役に就任

現在に至る (省略) （省略）

（省略）

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

監査役

（常勤）
 白鳥　栄次 （省略） （省略） （省略） (省略) （省略）

監査役  山田　潤二 （省略）

昭和48年４月 株式会社富士銀行入行

(省略) （省略）

平成７年４月 同行飯田橋支店長

平成13年６月 同行執行役員名古屋支店長

平成14年４月 株式会社みずほ銀行常務執行役員

（同行は平成17年１月で退社）

平成17年６月 大成建設株式会社常務役員

平成22年４月 同社専務執行役員

（同社は平成26年３月で退社）

平成25年６月 ゼビオ株式会社（平成27年10月よりゼ

ビオホールディングス株式会社）社外

取締役

（同社社外取締役は平成28年６月で退

任）

平成26年６月 当社監査役に就任

現在に至る

平成29年６月 アイホン株式会社社外取締役に就任

現在に至る

監査役  谷　学 （省略）

昭和63年４月 新日本製鐵株式會社入社

(省略) （省略）

平成７年６月 同社大阪支店ステンレス室掛長

平成14年４月 同社ステンレス事業部ステンレス営業

部ステンレス薄板第一グループマネ

ジャー

平成15年10月 新日鐵住金ステンレス株式会社営業本

部ステンレス鋼板営業部ステンレス薄

板第三グループマネジャー

平成17年７月 同社製造本部光製造所生産管理部薄板

調整室長

平成19年７月 同社企画部企画室部長代理

平成27年４月 同社企画部担当部長

平成29年４月 同社企画部長

現在に至る

平成29年６月 当社監査役に就任

現在に至る

（省略）
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

（省略）

　　（訂正前）

③　社外取締役及び社外監査役

（省略）

社外監査役の谷学氏は当社ステンレス鋼製品の主要な原材料調達先であった新日本製鐵株式会社及び住友金属

工業株式会社の二社が出資し設立した新日鐵住金ステンレス株式会社の企画部部長で、現在、同社は当社ステン

レス鋼製品の主要な原材料調達先であり、資本的関係につきまして、同社は当社の株式を平成29年３月31日現在

で872千株（出資比率13.0％）所有する筆頭株主であります。なお、黒田氏と当社とは特別の利害関係はありま

せん。当社は同社並びに同社の親会社である新日鐵住金株式会社に対し出資はしておりません。同社と当社の人

的関係としましては、同社親会社である新日鐵住金株式会社出身の取締役が１名おります。

（省略）

 

　　（訂正後）

③　社外取締役及び社外監査役

（省略）

社外監査役の谷学氏は当社ステンレス鋼製品の主要な原材料調達先であった新日本製鐵株式会社及び住友金属

工業株式会社の二社が出資し設立した新日鐵住金ステンレス株式会社の企画部長で、現在、同社は当社ステンレ

ス鋼製品の主要な原材料調達先であり、資本的関係につきまして、同社は当社の株式を平成29年３月31日現在で

872千株（出資比率13.0％）所有する筆頭株主であります。なお、谷氏と当社とは特別の利害関係はありませ

ん。当社は同社並びに同社の親会社である新日鐵住金株式会社に対し出資はしておりません。同社と当社の人的

関係としましては、同社親会社である新日鐵住金株式会社出身の取締役が１名おります。

（省略）
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