
  

（注） 当社は日常における会社名の表示・呼称を「株式会社 ＴＹＫ」に統一して使用しております。 
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 平成23年６月29日に提出した第92期（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月321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。 

  

第一部 企業情報 

第４ 提出会社の状況 

５ 役員の状況 

  

 取締役 牛込力夫と取締役 細川昌彦との記載順位を変更しております。 

  

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）  

  

１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

２【訂正事項】

３【訂正箇所】

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 

取締役会長 
  牛込 進 昭和10年８月28日生 

昭和33年４月 当社入社 

昭和42年12月 当社営業本部長 

昭和47年５月 当社取締役営業本部長 

昭和50年５月 当社専務取締役営業本部長 

昭和62年６月 当社代表取締役社長 

平成14年６月 社団法人岐阜県工業会会長（現

任）  

平成16年11月 多治見商工会議所会頭（現任）  

平成17年６月 明智セラミックス（株）代表取締

役会長（現任） 

平成17年６月 （株）ユーセラミック 代表取締

役会長（現任） 

平成17年６月 （株）水野セラミックス 代表取

締役会長（現任） 

平成17年６月 豊栄興業（株）代表取締役会長

（現任） 

平成17年６月 当社代表取締役会長（現任） 

（注）

５ 
466

代表取締役 

取締役社長 
  牛込 伸隆 昭和39年９月４日生 

平成元年４月 自治省（現 総務省）入省 

平成７年７月 自治大学校教授 

平成８年４月 当社入社 

平成８年４月 当社営業開発本部長 

平成９年６月 当社取締役営業開発本部長 

平成10年10月 当社取締役営業本部副本部長 

平成13年６月 当社常務取締役営業本部長 

平成16年６月 当社専務取締役営業本部長 

平成17年６月 ＴＹＫアメリカINC. 代表取締役

会長（現任） 

平成17年６月 明智セラミックス（株）代表取締

役社長（現任） 

平成17年６月 （株）ユーセラミック 代表取締

役社長（現任） 

平成17年６月 （株）水野セラミックス 代表取

締役社長（現任） 

平成17年６月 豊栄興業（株）代表取締役社長

（現任） 

平成17年６月 当社代表取締役社長（現任） 

（注）

５ 
203



  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
（千株） 

取締役   小澤 正俊 昭和18年２月23日生 

昭和41年４月 大同製綱（株）(現社名 大同特

殊鋼(株)）入社 

平成８年６月 同社取締役 知多工場長 

平成12年６月 同社常務取締役 

鋼材事業部長兼鋼材プロジェクト

リーダー 

平成14年６月 同社常務取締役 

平成16年６月 同社代表取締役社長 

平成16年６月 当社取締役（現任） 

平成22年６月 大同特殊鋼(株)代表取締役会長

（現任）  

（注）

５ 
―

取締役 特別顧問 牛込 力夫 昭和12年１月27日生 

昭和36年４月 当社入社 

昭和52年８月 東京モーレックス坩堝（株）代表

取締役社長 

昭和63年６月 当社取締役 

平成元年４月 当社取締役営業部長 

平成５年10月 当社取締役営業本部長 

平成９年６月 当社常務取締役営業本部長 

平成13年６月 当社専務取締役 

平成17年６月 当社取締役特別顧問（現任） 

平成19年９月 東京モーレックス坩堝(株)代表取

締役会長（現任）  

（注）

５ 
478

取締役   細川 昌彦 昭和30年１月20日生 

昭和52年４月 通商産業省入省 

昭和58年７月 経済産業省窯業建材課兼ファイン

セラミックス室課長補佐 

昭和60年８月 山形県警察本部警務部長 

平成14年７月 経済産業省貿易経済協力局貿易管

理部長 

平成15年７月 中部経済産業局長 

平成16年８月 日本貿易振興機構ニューヨーク・

センター所長 

平成18年９月 社団法人日本鉄鋼連盟常務理事 

平成20年９月 中京大学経済学部教授  

平成21年９月 中部大学中部高等学術研究所特任

教授（現任） 

平成23年６月 当社取締役（現任）  

（注）

５ 
－

取締役 技術管理部長 田辺 治良 昭和27年１月10日生 

昭和51年４月 日本鋼管（株）（現社名 JFEス

チール（株））入社 

平成10年７月 同社福山製鉄所製鋼部長 

平成12年11月 同社鉄鋼技術センター製鋼技術開

発部長 

平成15年４月 JFEエンジニアリング（株）製鉄

エンジニアリング事業部銑鋼部長 

平成17年７月 当社技術管理部長 

平成18年６月 当社取締役技術管理部長（現任） 

（注）

６ 
4

取締役 

管理本部長 

兼関連事業室

長 

伊藤 武 昭和33年９月24日生 

昭和57年４月 （株）富士銀行（現社名 （株）

みずほフィナンシャルグループ）

入行 

平成10年８月 ブラジル南米銀行（株）取締役 

平成13年８月 （株）富士銀行サンパウロ駐在員

事務所参事役 

平成15年４月 （株）みずほ銀行管理部参事役 

平成16年８月 （株）みずほコーポレート銀行決

済営業部次長 

平成19年４月 （株）みずほ銀行人事部参事役 

平成21年７月 当社管理本部長兼関連事業室長 

平成22年６月 当社取締役管理本部長兼関連事業

室長（現任） 

（注）

６ 
10



（注）１．代表取締役社長牛込伸隆は代表取締役会長牛込進の長男であり、取締役牛込力夫は同会長の弟であります。 

   ２．取締役小澤正俊及び取締役細川昌彦は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。 

３．常勤監査役瀬戸徹、監査役中坪修一は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であります。 

４．当社では、経営陣の一員として、取締役と共に業務執行を分担して行う責任者として、また、能力主義に基づ

く積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。 

  執行役員は、営業本部長 野村 茂紀の１名であります。 

５．平成23年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間 

６．平成22年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間 

７．平成21年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

８．平成22年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

９．平成20年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
（千株） 

常勤監査役   瀬戸 徹 昭和25年10月５日生

昭和50年４月 川崎製鉄（株）（現社名JFEスチ

ール（株））入社 

平成10年11月 同社ブラジル事務所所長 

平成15年４月 JFEエンジニアリング（株）製鉄

エンジニアリング事業部営業企画

室主任部員 

平成18年３月 ブラジル ノバエラシリコン社副

社長 

平成21年４月 JFEスチール（株）技術協力部主

任部員 

平成21年６月 当社常勤監査役（現任） 

（注）

７ 
―

監査役   中坪 修一 昭和27年５月８日生

昭和50年４月 大同特殊鋼（株）入社 

平成12年７月 同社鋼材事業部知多工場副工場長 

平成13年12月 同社鋼製品事業部知多型鍛造工場

長 

平成18年６月 同社取締役鋼材事業部知多工場長 

平成20年６月 同社取締役鋼製品事業部長 

平成21年６月 同社常務取締役調達本部長 

平成22年６月 同社代表取締役副社長（現任） 

平成22年６月 当社監査役（現任） 

（注）

８ 
―

監査役   横田 集一 昭和15年12月19日生

昭和40年４月 当社入社 

昭和57年４月 TYKスワンクリフラクトリーズCo.

（現社名TYKアメリカINC.）取締

役副社長（財務役） 

平成10年５月 明智セラミックス（株）総務部長 

平成11年６月 当社監査役（現任） 

（注）

９ 
1

        計   1,163



（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 

取締役会長 
  牛込 進 昭和10年８月28日生 

昭和33年４月 当社入社 

昭和42年12月 当社営業本部長 

昭和47年５月 当社取締役営業本部長 

昭和50年５月 当社専務取締役営業本部長 

昭和62年６月 当社代表取締役社長 

平成14年６月 社団法人岐阜県工業会会長（現

任）  

平成16年11月 多治見商工会議所会頭（現任）  

平成17年６月 明智セラミックス（株）代表取締

役会長（現任） 

平成17年６月 （株）ユーセラミック 代表取締

役会長（現任） 

平成17年６月 （株）水野セラミックス 代表取

締役会長（現任） 

平成17年６月 豊栄興業（株）代表取締役会長

（現任） 

平成17年６月 当社代表取締役会長（現任） 

（注）

５ 
466

代表取締役 

取締役社長 
  牛込 伸隆 昭和39年９月４日生 

平成元年４月 自治省（現 総務省）入省 

平成７年７月 自治大学校教授 

平成８年４月 当社入社 

平成８年４月 当社営業開発本部長 

平成９年６月 当社取締役営業開発本部長 

平成10年10月 当社取締役営業本部副本部長 

平成13年６月 当社常務取締役営業本部長 

平成16年６月 当社専務取締役営業本部長 

平成17年６月 ＴＹＫアメリカINC. 代表取締役

会長（現任） 

平成17年６月 明智セラミックス（株）代表取締

役社長（現任） 

平成17年６月 （株）ユーセラミック 代表取締

役社長（現任） 

平成17年６月 （株）水野セラミックス 代表取

締役社長（現任） 

平成17年６月 豊栄興業（株）代表取締役社長

（現任） 

平成17年６月 当社代表取締役社長（現任） 

（注）

５ 
203

取締役   小澤 正俊 昭和18年２月23日生 

昭和41年４月 大同製綱（株）(現社名 大同特

殊鋼(株)）入社 

平成８年６月 同社取締役 知多工場長 

平成12年６月 同社常務取締役 

鋼材事業部長兼鋼材プロジェクト

リーダー 

平成14年６月 同社常務取締役 

平成16年６月 同社代表取締役社長 

平成16年６月 当社取締役（現任） 

平成22年６月 大同特殊鋼(株)代表取締役会長

（現任）  

（注）

５ 
―



  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
（千株） 

取締役   細川 昌彦 昭和30年１月20日生 

昭和52年４月 通商産業省入省 

昭和58年７月 経済産業省窯業建材課兼ファイン

セラミックス室課長補佐 

昭和60年８月 山形県警察本部警務部長 

平成14年７月 経済産業省貿易経済協力局貿易管

理部長 

平成15年７月 中部経済産業局長 

平成16年８月 日本貿易振興機構ニューヨーク・

センター所長 

平成18年９月 社団法人日本鉄鋼連盟常務理事 

平成20年９月 中京大学経済学部教授  

平成21年９月 中部大学中部高等学術研究所特任

教授（現任） 

平成23年６月 当社取締役（現任）  

（注）

５ 
－

取締役 特別顧問 牛込 力夫 昭和12年１月27日生 

昭和36年４月 当社入社 

昭和52年８月 東京モーレックス坩堝（株）代表

取締役社長 

昭和63年６月 当社取締役 

平成元年４月 当社取締役営業部長 

平成５年10月 当社取締役営業本部長 

平成９年６月 当社常務取締役営業本部長 

平成13年６月 当社専務取締役 

平成17年６月 当社取締役特別顧問（現任） 

平成19年９月 東京モーレックス坩堝(株)代表取

締役会長（現任）  

（注）

５ 
478

取締役 技術管理部長 田辺 治良 昭和27年１月10日生 

昭和51年４月 日本鋼管（株）（現社名 JFEス

チール（株））入社 

平成10年７月 同社福山製鉄所製鋼部長 

平成12年11月 同社鉄鋼技術センター製鋼技術開

発部長 

平成15年４月 JFEエンジニアリング（株）製鉄

エンジニアリング事業部銑鋼部長 

平成17年７月 当社技術管理部長 

平成18年６月 当社取締役技術管理部長（現任） 

（注）

６ 
4

取締役 

管理本部長 

兼関連事業室

長 

伊藤 武 昭和33年９月24日生 

昭和57年４月 （株）富士銀行（現社名 （株）

みずほフィナンシャルグループ）

入行 

平成10年８月 ブラジル南米銀行（株）取締役 

平成13年８月 （株）富士銀行サンパウロ駐在員

事務所参事役 

平成15年４月 （株）みずほ銀行管理部参事役 

平成16年８月 （株）みずほコーポレート銀行決

済営業部次長 

平成19年４月 （株）みずほ銀行人事部参事役 

平成21年７月 当社管理本部長兼関連事業室長 

平成22年６月 当社取締役管理本部長兼関連事業

室長（現任） 

（注）

６ 
10

常勤監査役   瀬戸 徹 昭和25年10月５日生 

昭和50年４月 川崎製鉄（株）（現社名JFEスチ

ール（株））入社 

平成10年11月 同社ブラジル事務所所長 

平成15年４月 JFEエンジニアリング（株）製鉄

エンジニアリング事業部営業企画

室主任部員 

平成18年３月 ブラジル ノバエラシリコン社副

社長 

平成21年４月 JFEスチール（株）技術協力部主

任部員 

平成21年６月 当社常勤監査役（現任） 

（注）

７ 
―



（注）１．代表取締役社長牛込伸隆は代表取締役会長牛込進の長男であり、取締役牛込力夫は同会長の弟であります。 

   ２．取締役小澤正俊及び取締役細川昌彦は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。 

３．常勤監査役瀬戸徹、監査役中坪修一は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であります。 

４．当社では、経営陣の一員として、取締役と共に業務執行を分担して行う責任者として、また、能力主義に基づ

く積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。 

  執行役員は、営業本部長 野村 茂紀の１名であります。 

５．平成23年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間 

６．平成22年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間 

７．平成21年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

８．平成22年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

９．平成20年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
（千株） 

監査役   中坪 修一 昭和27年５月８日生

昭和50年４月 大同特殊鋼（株）入社 

平成12年７月 同社鋼材事業部知多工場副工場長 

平成13年12月 同社鋼製品事業部知多型鍛造工場

長 

平成18年６月 同社取締役鋼材事業部知多工場長 

平成20年６月 同社取締役鋼製品事業部長 

平成21年６月 同社常務取締役調達本部長 

平成22年６月 同社代表取締役副社長（現任） 

平成22年６月 当社監査役（現任） 

（注）

８ 
―

監査役   横田 集一 昭和15年12月19日生

昭和40年４月 当社入社 

昭和57年４月 TYKスワンクリフラクトリーズCo.

（現社名TYKアメリカINC.）取締

役副社長（財務役） 

平成10年５月 明智セラミックス（株）総務部長 

平成11年６月 当社監査役（現任） 

（注）

９ 
1

        計   1,163


