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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28年６月29日に提出しました第69期（自 平成27年４月１日 至 平成28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 を付して表示しています。

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11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）

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

社長
神 保 敏 和 昭和32年６月４日生

昭和55年３月 当社入社

(注)３ 13

平成21年４月 道路事業部副事業部長兼営業部長

平成23年４月 道路事業部長兼大阪支店長兼久喜工

場長兼岡山工場長

平成23年６月 取締役

平成25年６月 道路事業部長兼久喜工場長兼岡山工

場長

平成27年６月 代表取締役社長(現任)

（省略）

取締役 田 中 滋 子 昭和44年11月19日生

平成４年４月 株式会社ジェック入社

(注)４ ―
平成23年10月 株式会社リクルートキャリアコンサ

ルティング入社(現任)

平成28年６月 当社取締役(現任)

常勤監査役 佐 藤 亮 介 昭和34年10月４日生

昭和59年３月 当社入社

(注)５ 7平成16年４月 管理統括部総務部長

平成27年３月 監査役(現任)

監査役 上 原 左多男 昭和27年２月２日生

昭和51年４月 株式会社マルエツ入社

(注)６ ―

昭和53年８月 並木税務会計事務所入社

昭和58年８月 公認会計士保森会計事務所入社

平成２年２月 上原会計事務所所長

平成16年６月 当社監査役(現任)

平成19年４月 税理士法人上原会計事務所代表社員

(現任)

監査役 石 川 伸 吾 昭和33年11月11日生

昭和60年２月 楠本株式会社入社

(注)６ ―

平成10年３月 楠本株式会社取締役

平成11年12月 楠本化成株式会社監査役

平成18年２月 楠本株式会社代表取締役(現任)

平成18年２月 楠本化成株式会社取締役(現任)

平成20年６月 当社監査役(現任)

計 66

(注) １ 取締役田中滋子は、社外取締役です。

２ 監査役上原左多男及び石川伸吾は、社外監査役です。

３ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時まで

４ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まで

５ 平成27年３月27日開催の臨時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まで

６ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
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　（訂正後）

男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）

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

社長
神 保 敏 和 昭和32年６月４日生

昭和55年３月 当社入社

(注)３ 13

平成21年４月 道路事業部副事業部長兼営業部長

平成23年４月 道路事業部長兼大阪支店長兼久喜工

場長兼岡山工場長

平成23年６月 取締役

平成25年６月 道路事業部長兼久喜工場長兼岡山工

場長

平成27年６月 代表取締役社長(現任)

（省略）

取締役 田 中 滋 子 昭和44年11月19日生

平成４年４月 株式会社ジェック入社

(注)４ ―
平成23年10月 株式会社リクルートキャリアコンサ

ルティング入社(現任)

平成28年６月 当社取締役(現任)

常勤監査役 佐 藤 亮 介 昭和34年10月４日生

昭和59年３月 当社入社

(注)５ 7平成16年４月 管理統括部総務部長

平成27年３月 監査役(現任)

監査役 上 原 左多男 昭和27年２月２日生

昭和51年４月 株式会社マルエツ入社

(注)６ ―

昭和53年８月 並木税務会計事務所入社

昭和58年８月 公認会計士保森会計事務所入社

平成２年２月 上原会計事務所所長

平成16年６月 当社監査役(現任)

平成19年４月 税理士法人上原会計事務所代表社員

(現任)

監査役 石 川 伸 吾 昭和33年11月11日生

昭和60年２月 楠本株式会社入社

(注)６ ―

平成10年３月 楠本株式会社取締役

平成11年12月 楠本化成株式会社監査役

平成18年２月 楠本株式会社代表取締役(現任)

平成18年２月 楠本化成株式会社取締役(現任)

平成20年６月 当社監査役(現任)

計 66

(注) １ 取締役田中滋子は、社外取締役です。

２ 監査役上原左多男及び石川伸吾は、社外監査役です。

３ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時まで

４ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時まで

５ 平成27年３月27日開催の臨時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まで

６ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
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