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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19年３月29日付をもって提出いたしました第88期（自 平成18年１月１日 至 平成18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、これらを訂正するために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 

６ コーポレート・ガバナンスの状況 

  

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は  罫線で示してあります。 

  

  

 



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 
所有株式数
（千株） 

代表取締役 

取締役社長 
  多木 隆元 昭和29年６月23日生 

昭和52年４月 当社入社 

平成４年３月 経理部長 

平成５年３月 取締役就任 

平成７年３月 常務取締役就任 

平成８年３月 代表取締役専務取締役就任 

平成９年３月 代表取締役社長就任（現） 

48 

代表取締役 

専務取締役 
  柘植 八郎 昭和18年５月11日生 

昭和41年４月 当社入社 

平成５年３月 研究所長 

平成７年３月 取締役就任 

平成11年３月 常務取締役就任 

平成13年３月 代表取締役専務取締役就任（現） 

22 

代表取締役 

専務取締役 
  宮崎 秀雄 昭和20年６月12日生 

昭和44年４月 当社入社 

平成６年３月 工業薬品営業部長 

平成９年３月 取締役就任 

平成13年３月 常務取締役就任 

平成18年３月 代表取締役専務取締役就任（現） 

20 

常務取締役   多木 隆成 昭和31年11月18日生 

昭和59年10月 当社入社 

平成７年３月 資材部担当部長 

平成９年３月 取締役就任 

平成11年３月 常務取締役就任（現） 

45 

取締役   平原 篤彦 昭和22年３月２日生 

昭和46年４月 当社入社 

平成７年３月 肥料営業部長 

平成14年３月 取締役就任（現）肥料営業部長 

平成17年３月 肥料営業部担当（現） 

14 

取締役 本社工場長 長濱 繁夫 昭和23年８月29日生 

昭和46年４月 当社入社 

平成９年３月 肥料製造部長 

平成14年３月 取締役就任（現）肥料製造部長 

平成16年３月 本社工場長（現） 

平成19年３月 資材部担当（現） 

11 

取締役 研究開発本部長 昭野 聡一 昭和23年８月18日生 

昭和49年４月 当社入社 

平成11年３月 研究所長 

平成15年３月 取締役就任（現）研究所長 

平成17年３月 研究開発本部担当 

兼 研究開発本部長（現） 

14 

取締役   木岡 孝史 昭和25年７月16日生 

昭和51年４月 当社入社 

平成14年４月 開発部長 

平成16年３月 取締役就任（現）開発部長 

平成17年３月 工業薬品営業部、 

精密化学品営業部担当（現） 

8 

取締役   新保 昭三 昭和23年７月４日生 

昭和47年４月 当社入社 

平成16年４月 経営企画部長 

平成17年３月 取締役就任（現）経営企画部長 

平成18年３月 経営企画部担当（現） 

5 

取締役 
化学品製造部 

統括マネージャー 
岡田 利實 昭和23年12月８日生 

昭和49年９月 当社入社 

平成16年４月 化学品製造部長 

平成17年３月 取締役就任（現） 

7 

取締役 
総務人事部 

統括マネージャー 
矢野 保孝 昭和26年５月30日生 

昭和49年４月 当社入社 

平成14年４月 不動産事業部長 

平成17年３月 取締役就任（現）不動産事業部長 

平成18年４月 総務人事部統括マネージャー(現) 

6 

取締役 
研究所 

統括マネージャー 
山本  伸 昭和24年９月２日生 

昭和51年４月 当社入社 

平成17年４月 研究所統括マネージャー（現） 

平成19年３月 取締役就任（現） 

5 



 （注）１．常務取締役多木隆成は、代表取締役社長多木隆元の兄弟であります。 

２．監査役足達彊司及び阪口誠は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

  

  

  次へ 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（千株） 

監査役 常勤 伊森 一郎 昭和23年８月５日生 

昭和46年４月 当社入社 

平成16年４月 経理部長 

平成19年３月 監査役就任（現） 

6 

監査役   足達 彊司 昭和14年３月27日生 

昭和36年４月 日本火災海上保険㈱入社 

平成13年４月 日本興亜損害保険㈱常任顧問 

平成14年３月 監査役就任（現） 

21 

監査役   阪口  誠 昭和33年５月14日生 

昭和62年10月 司法試験合格 

平成２年４月 大阪弁護士会登録 

平成15年３月 監査役就任（現） 

－ 

監査役   西村 賢一 昭和21年５月20日生 

昭和45年４月 当社入社 

平成16年４月 本社工場副工場長 

兼 環境安全品質部長 

平成19年３月 監査役就任（現） 

4 

      計 236 



  （訂正後） 

  
 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株

式数 
(千株) 

代表取締役 

取締役社長 
  多木 隆元 昭和29年６月23日生

昭和52年４月 当社入社 

平成４年３月 経理部長 

平成５年３月 取締役就任 

平成７年３月 常務取締役就任 

平成８年３月 代表取締役専務取締役就任 

平成９年３月 代表取締役社長就任（現） 

(注)３. 48 

代表取締役 

専務取締役 
  柘植 八郎 昭和18年５月11日生

昭和41年４月 当社入社 

平成５年３月 研究所長 

平成７年３月 取締役就任 

平成11年３月 常務取締役就任 

平成13年３月 代表取締役専務取締役就任（現） 

(注)３. 22 

代表取締役 

専務取締役 
  宮崎 秀雄 昭和20年６月12日生

昭和44年４月 当社入社 

平成６年３月 工業薬品営業部長 

平成９年３月 取締役就任 

平成13年３月 常務取締役就任 

平成18年３月 代表取締役専務取締役就任（現） 

(注)３. 20 

常務取締役   多木 隆成 昭和31年11月18日生

昭和59年10月 当社入社 

平成７年３月 資材部担当部長 

平成９年３月 取締役就任 

平成11年３月 常務取締役就任（現） 

(注)３. 45 

取締役   平原 篤彦 昭和22年３月２日生

昭和46年４月 当社入社 

平成７年３月 肥料営業部長 

平成14年３月 取締役就任（現）肥料営業部長 

平成17年３月 肥料営業部担当（現） 

(注)４. 14 

取締役 本社工場長 長濱 繁夫 昭和23年８月29日生

昭和46年４月 当社入社 

平成９年３月 肥料製造部長 

平成14年３月 取締役就任（現）肥料製造部長 

平成16年３月 本社工場長（現） 

平成19年３月 資材部担当（現） 

(注)４. 11 

取締役 研究開発本部長 昭野 聡一 昭和23年８月18日生

昭和49年４月 当社入社 

平成11年３月 研究所長 

平成15年３月 取締役就任（現）研究所長 

平成17年３月 研究開発本部担当 

兼 研究開発本部長（現） 

(注)３. 14 

取締役   木岡 孝史 昭和25年７月16日生

昭和51年４月 当社入社 

平成14年４月 開発部長 

平成16年３月 取締役就任（現）開発部長 

平成17年３月 工業薬品営業部、 

精密化学品営業部担当（現） 

(注)４. 8 

取締役   新保 昭三 昭和23年７月４日生

昭和47年４月 当社入社 

平成16年４月 経営企画部長 

平成17年３月 取締役就任（現）経営企画部長 

平成18年３月 経営企画部担当（現） 

(注)３. 5 



 （注）１．常務取締役多木隆成は、代表取締役社長多木隆元の兄弟であります。 

２．監査役足達彊司及び阪口誠は、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19年３月29日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。 

４．平成18年３月30日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。 

５．平成19年３月29日選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。 

６．平成17年３月30日選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。 

７．監査役西村賢一は、平成19年３月29日開催の定時株主総会の終結の時をもって辞任した監査役小林信の補欠として選任

されたものであり、その任期は当社定款の定めにより、監査役小林信の任期満了する時までとなります。 

  

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株

式数 
(千株) 

取締役 
化学品製造部 

統括マネージャー 
岡田 利實 昭和23年12月８日生

昭和49年９月 当社入社 

平成16年４月 化学品製造部長 

平成17年３月 取締役就任（現） 

(注)３. 7 

取締役 
総務人事部 

統括マネージャー 
矢野 保孝 昭和26年５月30日生

昭和49年４月 当社入社 

平成14年４月 不動産事業部長 

平成17年３月 取締役就任（現）不動産事業部長 

平成18年４月 総務人事部統括マネージャー(現) 

(注)３. 6 

取締役 
研究所 

統括マネージャー 
山本  伸 昭和24年９月２日生

昭和51年４月 当社入社 

平成17年４月 研究所統括マネージャー（現） 

平成19年３月 取締役就任（現） 

(注)３. 5 

監査役 常勤 伊森 一郎 昭和23年８月５日生

昭和46年４月 当社入社 

平成16年４月 経理部長 

平成19年３月 監査役就任（現） 

(注)５. 6 

監査役   足達 彊司 昭和14年３月27日生

昭和36年４月 日本火災海上保険㈱入社 

平成13年４月 日本興亜損害保険㈱常任顧問 

平成14年３月 監査役就任（現） 

(注)６. 21 

監査役   阪口  誠 昭和33年５月14日生

昭和62年10月 司法試験合格 

平成２年４月 大阪弁護士会登録 

平成15年３月 監査役就任（現） 

(注)５. － 

監査役   西村 賢一 昭和21年５月20日生

昭和45年４月 当社入社 

平成16年４月 本社工場副工場長 

兼 環境安全品質部長 

平成19年３月 監査役就任（現） 

(注)３. 
(注)７. 

4 

        計   236 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

（略） 

  （訂正前） 

（監査の状況等） 

①内部監査と監査役監査の状況 

 内部監査は、内部統制部門が監査役と連携しながら行っており、必要に応じて当社各営業所、関係会社に出向いて監査を

行っております。 

 監査役と会計監査人は、問題点の共有を図るために、定期的に意見交換を行っております。 

（略） 

  

（コーポレート・ガバナンス体制の模式図） 

  

 

※当社コンプライアンス委員会は、取締役、監査役、理事等で構成され、取締役会によって選任されるものではないため、

削除する。 

（略） 

  

 



  （訂正後） 

（監査の状況等） 

①内部監査と監査役監査の状況 

 内部監査は、内部統制部門（人員６名）が監査役と連携しながら行っており、必要に応じて当社各営業所、関係会社に出向

いて監査を行っております。 

 監査役と会計監査人は、問題点の共有を図るために、定期的に意見交換を行っております。 

（略） 

  

（コーポレート・ガバナンス体制の模式図） 

  

 

（略） 
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