
 
平成19 年 12 月７日 

各  位 

会 社 名 株式会社イチタン 

代表者名  代表取締役社長 田村 稔 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード５６４５） 

問合せ先  取締役総合企画部長 

有田 裁彦 

電話 0276-31-2331 

 

有価証券報告書の訂正報告書提出に関するお知らせ 

 

第 87 期（平成 19 年 3 月期）有価証券報告書の記載事項において一部訂正すべき事項があった
ため、下記のとおり、本日付で訂正報告書を関東財務局へ提出いたしましたので、お知らせいた
します。 

 

記 

 

１【有価証券報告書の訂正報告書の届出理由】 

平成 19 年６月 29 日に提出いたしました第 87 期（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年

３月 31 日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正を要する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） 

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式 
数(千株) 

昭和 44 年４月富士重工業㈱入社 

平成 15 年６月同社常務執行役員スバル戦略本部
副本部長兼伊勢崎事業所長兼ハウ
ス事業部長兼スバルカスタマイズ
工房㈱社長 

平成 15 年10 月同社常務執行役員スバル商品企画
本部副本部長兼伊勢崎事業所長兼
ハウス事業部長兼スバルカスタマ
イズ工房㈱社長 

平成 16 年５月
 

平成 16 年６月

同社常務執行役員スバル製造本部
長兼群馬製作所長 
当社監査役 

平成 17 年４月富士重工業㈱顧問 

代表取締役
社長 

― 田村  稔 昭和 21年 11月 15 日生

平成 17 年６月当社代表取締役社長(現) 

(注)２ 10 

昭和 46 年４月富士重工業㈱入社 

平成８年 10 月同社群馬製作所第一製造部長 

平成 11 年 10 月同社群馬製作所第二生産技術部長 

平成 15 年10 月同社群馬製作所副所長 

平成 16 年４月スバルリビングサービス㈱取締役
企画室長 

常務取締役 ― 谷口 順一 昭和 23 年５月３日生 

平成 17 年６月当社常務取締役(現) 

(注)２ 0 

昭和 43 年３月当社入社 

平成６年 10 月当社営業一部長 

平成 10 年９月㈱九州イチタン製造部長 

平成 12 年５月当社技術部長 

平成 13 年６月当社品質保証部長 

常務取締役 ― 御園  勝 昭和 19 年 10 月２日生

平成 14 年６月
平成 16 年６月

当社取締役品質保証部長 
当社常務取締役(現) 

(注)２ 8 

昭和 41 年３月当社入社 

平成６年９月当社鍛造一部長兼鍛造二部長 

平成７年６月当社鍛造一部長 

平成９年３月当社生産部担当部長兼鍛造三課長 

平成 13 年５月当社生産部長 

取締役 生産部長 大田 盛幸 昭和 22 年５月 30 日生

平成 15 年６月当社取締役生産部長(現) 

(注)２ 13 

昭和 48 年３月当社入社 

平成６年９月㈱九州イチタン技術部長 

平成９年９月当社技術部担当部長 

平成 11 年６月第一鍛造大連有限公司副総経理 

平成 13 年３月当社技術部長 

取締役 技術部長 一ノ瀬 進 昭和 25 年 4 月 22 日生

平成 16 年６月当社取締役技術部長(現) 

(注)２ 11 

 

 



昭和 53 年４月富士重工業㈱入社 

平成 10 年６月同社関連企業部主査 

平成 13 年７月スバルファイナンス㈱経理サービ
ス事業部担当部長 

取締役 
総合企画 
部長 

有田 裁彦 昭和 29 年 3 月 24 日生

平成 17 年６月当社取締役総合企画部長(現) 

(注)２ 1 

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式 
数(千株) 

昭和 42 年４月当社入社 

昭和 62 年６月当社取締役工場長 

昭和 63 年８月当社取締役生産技術部長 

平成５年７月当社取締役原価企画室長 

平成７年 11 月第一鍛造大連有限公司董事総経理 

監査役 常勤 武石  洋 昭和 19 年８月６日生 

平成 11 年１月
平成 14 年４月
平成 18 年３月

当社取締役 TIQ 推進室長 
㈱ダリア代表取締役社長 
当社常勤監査役(現) 

(注)４ 18 

昭和 47 年４月富士重工業㈱入社 

平成８年４月同社伊勢崎製作所輸送機器購買部
副部長 

平成９年６月同社伊勢崎製作所バス・ハウス購買
部長 

平成 11 年４月同社購買本部資材部長 

平成 14 年６月同社スバル購買本部副本部長兼購
買企画部長 

平成 15 年６月同社執行役員スバル購買本部長 

平成 15 年６月当社監査役(現) 

監査役 非常勤 石原  卓 昭和 24 年２月９日生 

平成 17 年４月富士重工業㈱常務執行役員スバル
購買本部長(現) 

(注)３ 0 

昭和 40 年４月富士重工業㈱入社 

平成元年 10 月同社原価企画部長 

平成８年６月同社取締役商品企画室長 

平成 11 年６月同社常務執行役員スバル開発本部
長 

平成 13 年６月同社取締役兼専務執行役員品質保
証本部長 

平成 17 年４月同社取締役 

監査役 非常勤 荒澤 紘一 昭和 17 年１月 28 日生 

平成 17 年６月当社監査役(現) 

(注)３ 0 

計 61 

(注)１ 監査役 石原 卓、荒澤 紘一は会社法第２条第16号に定める社外監査役である。 
２ 取締役の任期は、平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成20年3月期に係る定時株主総会の
時までである。 
３ 監査役の任期は、平成17年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成21年3月期に係る定時株主総会の
時までである。 
４ 監査役 武石 洋の任期は、平成18年３月から平成21年3月期に係る定時株主総会の時までである。 

 



（訂正後） 

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式 
数(千株) 

昭和 44 年４月富士重工業㈱入社 

平成 15 年６月同社常務執行役員スバル戦略本部
副本部長兼伊勢崎事業所長兼ハウ
ス事業部長兼スバルカスタマイズ
工房㈱社長 

平成 15 年10 月同社常務執行役員スバル商品企画
本部副本部長兼伊勢崎事業所長兼
ハウス事業部長兼スバルカスタマ
イズ工房㈱社長 

平成 16 年５月
 

平成 16 年６月

同社常務執行役員スバル製造本部
長兼群馬製作所長 
当社監査役 

平成 17 年４月富士重工業㈱顧問 

代表取締役
社長 

― 田村  稔 昭和 21 年 11 月 15 日生

平成 17 年６月当社代表取締役社長(現) 

(注)２ 10 

昭和 46 年４月富士重工業㈱入社 

平成８年 10 月同社群馬製作所第一製造部長 

平成 11 年 10 月同社群馬製作所第二生産技術部長 

平成 15 年10 月同社群馬製作所副所長 

平成 16 年４月スバルリビングサービス㈱取締役
企画室長 

常務取締役 ― 谷口 順一 昭和 23 年５月３日生 

平成 17 年６月当社常務取締役(現) 

(注)２ 0 

昭和 41 年３月当社入社 

平成６年９月当社鍛造一部長兼鍛造二部長 

平成７年６月当社鍛造一部長 

平成９年３月当社生産部担当部長兼鍛造三課長 

平成 13 年５月当社生産部長 

常務取締役 生産部長 大田 盛幸 昭和 22 年５月 30 日生 

平成 15 年６月
平成 19 年６月

当社取締役生産部長 
当社常務取締役生産部長(現) 

(注)２ 13 

昭和 48 年３月当社入社 

平成６年９月㈱九州イチタン技術部長 

平成９年９月当社技術部担当部長 

平成 11 年６月第一鍛造大連有限公司副総経理 

平成 13 年３月当社技術部長 

取締役 技術部長 一ノ瀬 進 昭和 25 年 4 月 22 日生

平成 16 年６月当社取締役技術部長(現) 

(注)２ 11 

昭和 53 年４月富士重工業㈱入社 

平成 10 年６月同社関連企業部主査 

平成 13 年７月スバルファイナンス㈱経理サービ
ス事業部担当部長 

取締役 
総合企画 
部長 

有田 裁彦 昭和 29 年 3 月 24 日生

平成 17 年６月当社取締役総合企画部長(現) 

(注)２ 1 

平成元年８月当社入社 

平成 10 年８月当社営業部営業四課長 

平成 18 年４月当社営業副部長兼営業三課長 取締役 営業部長 高瀬 優 昭和 31 年６月９日生 

平成 18 年10 月
平成 19 年６月

当社営業部長兼営業二課長 
当社取締役営業部長(現) 

(注)２ 1 

 

 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式 
数(千株) 

昭和 42 年４月当社入社 

昭和 62 年６月当社取締役工場長 

昭和 63 年８月当社取締役生産技術部長 

平成５年７月当社取締役原価企画室長 

平成７年 11 月第一鍛造大連有限公司董事総経理 

監査役 常勤 武石  洋 昭和 19 年８月６日生 

平成 11 年１月
平成 14 年４月
平成 18 年３月

当社取締役 TIQ 推進室長 
㈱ダリア代表取締役社長 
当社常勤監査役(現) 

(注)４ 18 

昭和 47 年４月富士重工業㈱入社 

平成８年４月同社伊勢崎製作所輸送機器購買部
副部長 

平成９年６月同社伊勢崎製作所バス・ハウス購買
部長 

平成 11 年４月同社購買本部資材部長 

平成 14 年６月同社スバル購買本部副本部長兼購
買企画部長 

平成 15 年６月同社執行役員スバル購買本部長 

平成 15 年６月当社監査役(現) 

監査役 非常勤 石原  卓 昭和 24 年２月９日生 

平成 17 年４月富士重工業㈱常務執行役員スバル
購買本部長(現) 

(注)３ 0 

昭和 42 年４月富士重工業㈱入社 

平成９年６月同社取締役技術管理部長 

平成 12 年４月同社常務執行役員スバル技術本部
副本部長 

平成 17 年６月同社代表取締役兼専務執行役員ス
バル商品企画本部長 

平成 18 年６月同社代表取締役副社長 

監査役 非常勤 土屋 孝夫 昭和 18 年８月 27 日生 

平成 19 年６月当社監査役(現) 

(注)５ 0 

計 61 

(注)１ 監査役 石原 卓、土屋 孝夫は会社法第２条第16号に定める社外監査役である。 
２ 取締役の任期は、平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成20年3月期に係る定時株主総会終
結の時までである。 
３ 監査役 石原 卓の任期は、平成17年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成21年3月期に係る定時
株主総会終結の時までである。 
４ 監査役 武石 洋の任期は、平成18年３月から平成21年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。 
５ 監査役 土屋 孝夫の任期は、平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成21年3月期に係る定
時株主総会終結のときまでである。 

 

 

以  上 


