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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18年６月29日に提出いたしました第25期（自 平成17年４月１日 至 平成18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１ 企業の概況 

 ３ 事業の内容 

 (2)事業の系統図 

 第４ 提出会社の状況 

 ５ 役員の状況 

 第５ 経理の状況 

 １ 連結財務諸表等 

 (1)連結財務諸表 

注記事項 

（関連当事者との取引） 



 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１【企業の概況】 

３【事業の内容】 

 （訂正前） 

 当社グループは、親会社である株式会社エスイー及び子会社２社、関連会社２社により構成されており、ＳＥＥＥ工法

に要するソフトエンジニアリングを先導とした「建設用資機材の製造・販売」事業と有機性廃棄物処理装置を基本とする

プラントエンジニアリング及び関連製品の製造・販売を中心とした「バイオマス関連」事業を営んでおります。 

 なお、関連会社『株式会社コリアエスイー』は当社から技術供与を受け、原材料の一部の製造及び韓国における製品の

製造・販売を行っており、関連会社『ティアイエス株式会社』は韓国の大型プロジェクトの受注に対応するため、韓国に

出資した合弁会社であります。 

事業内容と事業の系統図は次のとおりであります。 

(1) ＜省略＞ 

(2)事業の系統図 



 （訂正後） 

 当社グループは、親会社である株式会社エスイー及び子会社２社、関連会社２社により構成されており、ＳＥＥＥ工

法に要するソフトエンジニアリングを先導とした「建設用資機材の製造・販売」事業と有機性廃棄物処理装置を基本と

するプラントエンジニアリング及び関連製品の製造・販売を中心とした「バイオマス関連」事業を営んでおります。 

 なお、関連会社『株式会社コリアエスイー』は当社から技術供与を受け、韓国における製品の製造・販売を行ってお

り、関連会社『ティアイエス株式会社』は韓国の大型プロジェクトの受注に対応するため、韓国に出資した合弁会社で

あります。 

事業内容と事業の系統図は次のとおりであります。 

(1) ＜省略＞ 

(2)事業の系統図 



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） 

代表取締役社長   森元 峯夫 昭和８年８月28日生 

昭和43年１月 新構造技術株式会社入社 

昭和56年１月 同社代表取締役社長 

昭和56年12月 当社代表取締役社長（現

任） 

平成５年１月 有限会社エヌセック設立 

  取締役（現任） 

平成13年６月 株式会社アンジェロセック

設立 

  代表取締役社長（現任） 

平成16年８月 エスイーバイオマステクノ

株式会社設立 

  代表取締役社長（現任） 

2,337 

取締役副社長 
営業統轄本部

長 
大津 哲夫 昭和22年10月４日生 

昭和48年４月 新構造技術株式会社入社 

平成元年６月 新構造技術株式会社取締

役・管理部長兼設計業務部

長 

平成３年６月 当社取締役・厚木工場長 

平成９年６月 当社常務取締役・生産事業

本部担当兼山口工場長 

平成13年６月 当社専務取締役・事業統括

本部長兼生産事業部長兼営

業事業部設計／ＣＡＤセン

ター所長 

平成15年４月 当社専務取締役・開発・生

産事業部長兼新規事業開発

部長兼企画マネージメント

部長 

平成16年８月 エスイーバイオマステクノ

株式会社専務取締役 

（現任） 

平成16年９月 当社専務取締役・開発・生

産事業部長兼新規事業開発

部長兼バイオマス事業部長

兼企画マネージメント部長 

平成17年６月 当社取締役副社長・営業統

轄本部長兼生産事業部長兼

営業統轄本部企画マネージ

メント部長 

平成17年10月 当社取締役副社長・営業統

轄本部長兼企画マネージメ

ント部長 

平成18年４月 当社取締役副社長・営業統

轄本部長 （現任） 

275 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 

（千株） 

専務取締役 

営業統轄本部

副本部長兼社

会インフラ事

業部長 

竹島 征男 昭和19年４月８日生 

昭和44年７月 新構造技術株式会社入社 

昭和61年１月 当社大阪営業所長 

平成６年６月 当社取締役・大阪支店長 

平成９年６月 当社常務取締役・営業本部

長兼大阪支店長 

平成13年４月 当社常務取締役・事業統括

本部営業事業部長 

平成13年８月 当社常務取締役・事業統括

本部営業事業部長兼東北支

店長 

平成15年４月 当社常務取締役・社会イン

フラ事業部長兼営業部長兼

工務部長兼工務センター所

長 

平成15年６月 当社常務取締役・社会イン

フラ事業部長兼営業部長 

平成15年７月 当社常務取締役・社会イン

フラ事業部長兼営業部長兼

構造技術部長 

平成16年４月 当社常務取締役・社会イン

フラ事業部長兼構造技術部

長 

平成17年６月 当社専務取締役・営業統轄

本部副本部長兼社会インフ

ラ事業部長兼構造技術部長 

平成18年４月 当社専務取締役・営業統轄

本部副本部長兼社会インフ

ラ事業部長 （現任） 

266 

常務取締役 

営業統轄本部

環境・防災事

業部長兼営業

部長 

岡本 哲也 昭和22年６月26日生 

昭和58年２月 新構造技術株式会社入社 

平成２年７月 当社九州営業所長 

平成７年６月 当社取締役・九州支店長 

平成12年11月 当社取締役・営業本部副本

部長兼東京支店長兼九州支

店長 

平成13年６月 当社常務取締役・事業統括

本部営業事業部副事業部長

兼東京支店長兼九州支店長 

平成15年４月 当社常務取締役・環境・防

災事業部長兼営業部長  

平成17年４月 当社常務取締役・営業統轄

本部環境・防災事業部長兼

営業部長 （現任） 

242 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 

（千株） 

常務取締役 技術開発部長 大橋  渡 昭和22年12月12日生 

昭和45年４月 新構造技術株式会社入社 

平成２年４月 当社技術開発部部長代理 

平成12年11月 当社技術本部副本部長兼同

技術開発部長 

平成13年６月 当社取締役・技術本部長兼

技術開発部長兼工務部長 

平成15年４月 当社取締役・技術本部長兼

技術開発部長 

平成17年６月 当社常務取締役・技術開発

部長（現任） 

10 

取締役 管理本部長 塚田 正春 昭和24年１月16日生 

昭和63年９月 新構造技術株式会社入社 

平成５年４月 当社管理本部経理部部長代

理 

平成８年４月 当社管理本部経理部長 

平成15年７月 株式会社アンジェロセック

取締役(現任) 

平成16年６月 当社管理本部副本部長兼総

務部長 

平成16年８月 エスイーバイオマステクノ

株式会社取締役（現任） 

平成17年３月 株式会社コリアエスイー 

理事 (現任) 

平成17年６月 当社取締役管理本部長兼総

務部長 

平成17年10月 当社取締役管理本部長 

(現任) 

39 

取締役 

営業統轄本部

社会インフラ

事業部副事業

部長兼営業部

長 

中村 穣 昭和20年６月10日生 

平成15年６月 当社入社 

社会インフラ事業部工務部

長兼工務センター所長 

平成17年６月 当社取締役営業統轄本部社

会インフラ事業部副事業部

長兼営業部長 (現任) 

2 

取締役 
生産本部長兼

山口工場長 
久賀 泰郎 昭和28年９月８日生 

平成６年８月 当社入社 

平成８年４月 当社生産事業本部山口工場

長代理 

平成13年４月 当社事業統括本部生産事業

部山口工場長 

平成16年８月 エスイーバイオマステクノ

株式会社取締役 （現任） 

平成17年６月 当社取締役生産事業部副事

業部長兼山口工場長兼営業

統轄本部バイオマス事業部

長 

平成17年10月 当社取締役生産事業本部長

兼山口工場長兼営業統轄本

部バイオマス事業部長 

平成18年４月 当社取締役生産本部長兼山

口工場長（現任） 

10 

 



 （注）１．監査役寺石雅英および菅澤喜男は「会社法第2条第16号」に定める社外監査役であります。 

    ２．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役の補欠者２名を選任しておりま

す。 

なお、社外監査役の補欠者は金田一広幸とし、社内監査役の補欠者は鈴木章二とします。 

監査役の補欠者の略歴は次のとおりであります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 

（千株） 

監査役 常勤 久保田 進 昭和19年12月9日生 

昭和48年８月 新構造技術株式会社入社 

平成２年４月 当社管理グループ部長代理 

平成４年４月 当社管理本部総務部長 

平成16年６月 当社常勤監査役（現任） 

42 

監査役   寺石 雅英 昭和36年７月10日生 

平成５年４月 名古屋商科大学商学部 助

教授 

平成７年４月 群馬大学社会情報学部 助

教授 

平成13年６月 当社監査役（現任） 

平成14年４月 群馬大学社会情報学部教授

（現任） 

- 

監査役   菅澤 喜男 昭和21年２月15日生 

昭和60年４月 日本大学生産工学部専任講

師 

平成３年４月 日本大学生産工学部助教授 

平成６年４月 日本大学生産工学部教授 

平成６年10月 米国ボストン大学客員研究

教授 

平成12年４月 日本大学大学院グローバル

ビジネス研究科 

  テクノロジー・マネジメン

ト・コース教授（現任） 

  クリエイティブ・リーダー

ズ・プログラム（１年制Ｍ

ＢＡ）主任教授（現任） 

平成16年６月 当社監査役（現任） 

- 

        計 3,225 



氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 

（千株） 

金田一 広幸 昭和36年10月29日生 

昭和59年10月 デトロイト・ハスキンズ・

アンド・セルズ公認会計士

共同事務所（現監査法人ト

ーマツ） 

平成３年８月 四谷公認会計士共同事務所

平成３年11月 公認会計士登録 

平成９年４月 四谷ビジネスコンサルティ

ング株式会社 

平成10年７月 臼井康雄税理士事務所 

平成15年１月 金田一会計事務所 所長 

（現任） 

- 

鈴木 章二 昭和24年10月20日生 

平成９年４月 当社営業本部国際事業部次

長 

平成12年４月 当社ソフト事業本部国際部

長代理 

平成13年４月 当社事業統括本部情報企画

部国際部長代理 

平成15年４月 当社社長室長 

平成17年10月 当社管理本部担当部長 

（現任） 

- 

    計 - 



 （訂正後） 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 

（千株） 

代表取締役社長   森元 峯夫 昭和８年８月28日生 

昭和33年3月 ピー・エス・コンクリート

株式会社入社 

昭和43年１月 新構造技術株式会社入社 

昭和56年１月 同社代表取締役社長 

昭和56年12月 当社代表取締役社長（現

任） 

平成５年１月 有限会社エヌセック設立 

  取締役（現任） 

平成13年６月 株式会社アンジェロセック

設立 

  代表取締役社長（現任） 

平成16年８月 エスイーバイオマステクノ

株式会社設立 

  代表取締役社長（現任） 

2,337 

取締役副社長 
営業統轄本部

長 
大津 哲夫 昭和22年10月４日生 

昭和48年４月 新構造技術株式会社入社 

平成元年６月 新構造技術株式会社取締

役・管理部長兼設計業務部

長 

平成３年６月 当社取締役・厚木工場長 

平成９年６月 当社常務取締役・生産事業

本部担当兼山口工場長 

平成13年６月 当社専務取締役・事業統括

本部長兼生産事業部長兼営

業事業部設計／ＣＡＤセン

ター所長 

平成15年４月 当社専務取締役・開発・生

産事業部長兼新規事業開発

部長兼企画マネージメント

部長 

平成16年８月 エスイーバイオマステクノ

株式会社専務取締役 

（現任） 

平成16年９月 当社専務取締役・開発・生

産事業部長兼新規事業開発

部長兼バイオマス事業部長

兼企画マネージメント部長 

平成17年６月 当社取締役副社長・営業統

轄本部長兼生産事業部長兼

営業統轄本部企画マネージ

メント部長 

平成17年10月 当社取締役副社長・営業統

轄本部長兼企画マネージメ

ント部長 

平成18年４月 当社取締役副社長・営業統

轄本部長 （現任） 

275 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 

（千株） 

専務取締役 

営業統轄本部

副本部長兼社

会インフラ事

業部長 

竹島 征男 昭和19年４月８日生 

昭和43年９月 千葉窯業株式会社入社 

昭和44年７月 新構造技術株式会社入社 

昭和61年１月 当社大阪営業所長 

平成６年６月 当社取締役・大阪支店長 

平成９年６月 当社常務取締役・営業本部

長兼大阪支店長 

平成13年４月 当社常務取締役・事業統括

本部営業事業部長 

平成13年８月 当社常務取締役・事業統括

本部営業事業部長兼東北支

店長 

平成15年４月 当社常務取締役・社会イン

フラ事業部長兼営業部長兼

工務部長兼工務センター所

長 

平成15年６月 当社常務取締役・社会イン

フラ事業部長兼営業部長 

平成15年７月 当社常務取締役・社会イン

フラ事業部長兼営業部長兼

構造技術部長 

平成16年４月 当社常務取締役・社会イン

フラ事業部長兼構造技術部

長 

平成17年６月 当社専務取締役・営業統轄

本部副本部長兼社会インフ

ラ事業部長兼構造技術部長 

平成18年４月 当社専務取締役・営業統轄

本部副本部長兼社会インフ

ラ事業部長 （現任） 

266 

常務取締役 

営業統轄本部

環境・防災事

業部長兼営業

部長 

岡本 哲也 昭和22年６月26日生 

昭和53年８月 和光証券株式会社入社 

昭和58年２月 新構造技術株式会社入社 

平成２年７月 当社九州営業所長 

平成７年６月 当社取締役・九州支店長 

平成12年11月 当社取締役・営業本部副本

部長兼東京支店長兼九州支

店長 

平成13年６月 当社常務取締役・事業統括

本部営業事業部副事業部長

兼東京支店長兼九州支店長 

平成15年４月 当社常務取締役・環境・防

災事業部長兼営業部長  

平成17年４月 当社常務取締役・営業統轄

本部環境・防災事業部長兼

営業部長 （現任） 

242 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 

（千株） 

常務取締役 技術開発部長 大橋  渡 昭和22年12月12日生 

昭和43年４月 通商産業省公益事業局入省 

昭和45年４月 新構造技術株式会社入社 

平成２年４月 当社技術開発部部長代理 

平成12年11月 当社技術本部副本部長兼同

技術開発部長 

平成13年６月 当社取締役・技術本部長兼

技術開発部長兼工務部長 

平成15年４月 当社取締役・技術本部長兼

技術開発部長 

平成17年６月 当社常務取締役・技術開発

部長（現任） 

10 

取締役 管理本部長 塚田 正春 昭和24年１月16日生 

昭和51年12月 日本産業機械株式会社入社 

昭和63年９月 新構造技術株式会社入社 

平成５年４月 当社管理本部経理部部長代

理 

平成８年４月 当社管理本部経理部長 

平成15年７月 株式会社アンジェロセック

取締役(現任) 

平成16年６月 当社管理本部副本部長兼総

務部長 

平成16年８月 エスイーバイオマステクノ

株式会社取締役（現任） 

平成17年３月 株式会社コリアエスイー 

理事 (現任) 

平成17年６月 当社取締役管理本部長兼総

務部長 

平成17年10月 当社取締役管理本部長 

(現任) 

39 

取締役 

営業統轄本部

社会インフラ

事業部副事業

部長兼営業部

長 

中村 穣 昭和20年６月10日生 

昭和45年４月 鹿島建設株式会社入社 

平成13年４月 同社土木営業本部営業部部

長 

平成15年６月 当社入社 

社会インフラ事業部工務部

長兼工務センター所長 

平成17年６月 当社取締役営業統轄本部社

会インフラ事業部副事業部

長兼営業部長 (現任) 

2 

 



 （注）１．監査役寺石雅英および菅澤喜男は「会社法第2条第16号」に定める社外監査役であります。 

    ２．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役の補欠者２名を選任しておりま

す。 

なお、社外監査役の補欠者は金田一広幸とし、社内監査役の補欠者は鈴木章二とします。 

監査役の補欠者の略歴は次のとおりであります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 

（千株） 

取締役 
生産本部長兼

山口工場長 
久賀 泰郎 昭和28年９月８日生 

平成３年３月 株式会社ダイフク入社 

平成６年８月 当社入社 

平成８年４月 当社生産事業本部山口工場

長代理 

平成13年４月 当社事業統括本部生産事業

部山口工場長 

平成16年８月 エスイーバイオマステクノ

株式会社取締役 （現任） 

平成17年６月 当社取締役生産事業部副事

業部長兼山口工場長兼営業

統轄本部バイオマス事業部

長 

平成17年10月 当社取締役生産事業本部長

兼山口工場長兼営業統轄本

部バイオマス事業部長 

平成18年４月 当社取締役生産本部長兼山

口工場長（現任） 

10 

監査役 常勤 久保田 進 昭和19年12月9日生 

昭和46年６月 タパック株式会社入社 

昭和48年８月 新構造技術株式会社入社 

平成２年４月 当社管理グループ部長代理 

平成４年４月 当社管理本部総務部長 

平成16年６月 当社常勤監査役（現任） 

42 

監査役   寺石 雅英 昭和36年７月10日生 

平成５年４月 名古屋商科大学商学部 助

教授 

平成７年４月 群馬大学社会情報学部 助

教授 

平成13年６月 当社監査役（現任） 

平成14年４月 群馬大学社会情報学部教授

（現任） 

- 

監査役   菅澤 喜男 昭和21年２月15日生 

昭和60年４月 日本大学生産工学部専任講

師 

平成３年４月 日本大学生産工学部助教授 

平成６年４月 日本大学生産工学部教授 

平成６年10月 米国ボストン大学客員研究

教授 

平成12年４月 日本大学大学院グローバル

ビジネス研究科 

  テクノロジー・マネジメン

ト・コース教授（現任） 

  クリエイティブ・リーダー

ズ・プログラム（１年制Ｍ

ＢＡ）主任教授（現任） 

平成16年６月 当社監査役（現任） 

- 

        計 3,225 



氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 

（千株） 

金田一 広幸 昭和36年10月29日生 

昭和59年10月 デトロイト・ハスキンズ・

アンド・セルズ公認会計士

共同事務所（現監査法人ト

ーマツ） 

平成３年８月 四谷公認会計士共同事務所

平成３年11月 公認会計士登録 

平成９年４月 四谷ビジネスコンサルティ

ング株式会社 

平成10年７月 臼井康雄税理士事務所 

平成15年１月 金田一会計事務所 所長 

（現任） 

- 

鈴木 章二 昭和24年10月20日生 

昭和49年１月 外務省経済協力局入省 

平成７年５月 当社入社 

平成９年４月 当社営業本部国際事業部次

長 

平成12年４月 当社ソフト事業本部国際部

長代理 

平成13年４月 当社事業統括本部情報企画

部国際部長代理 

平成15年４月 当社社長室長 

平成17年10月 当社管理本部担当部長 

（現任） 

- 

    計 - 



第５【経理の状況】 

１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

注記事項 

 （関連当事者との取引） 

 （訂正前） 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。 

 （訂正後） 

 前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 役員及び個人主要株主等 

 （注） １．上記金額のうち、取引金額及び差入保証金には消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

当社「役員社宅・単身赴任取扱内規」に基づく本社への単身赴任に伴う借上社宅の会社負担額でありま

す。 

 当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 役員及び個人主要株主等 

 （注） １．上記金額のうち、取引金額及び差入保証金には消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

当社「役員社宅・単身赴任取扱内規」に基づく本社への単身赴任に伴う借上社宅の会社負担額でありま

す。 

属性 氏名 住所 

資本金又 

は出資金 

（千円） 

事業の 

内容又 

は職業 

議決権等の

所有（被所

有）割合 

 （％） 

関係内容 

取引の 

内容 

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高 

（千円） 役員の 

兼任等 

事業上 

の関係 

役員 竹島征男 － － 
当社常務 

取締役 

（被所有） 

直接 3.1 
－ － 

社宅の 

賃貸 
1,896 差入保証金 328 

属性 氏名 住所 

資本金又 

は出資金 

（千円） 

事業の 

内容又 

は職業 

議決権等の

所有（被所

有）割合 

 （％） 

関係内容 

取引の 

内容 

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高 

（千円） 役員の 

兼任等 

事業上 

の関係 

役員 竹島征男 － － 
当社専務 

取締役 

（被所有） 

直接 3.1 
－ － 

社宅の 

賃貸 
1,896 差入保証金 328 
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