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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29年３月24日に提出いたしました第39期（自　平成28年４月１日　至　平成28年12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】

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

　　（訂正前）

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
 佐藤　一彦 昭和22年12月１日生

昭和46年４月 株式会社大分銀行入行

平成14年７月 大銀アカウンティングサービス株式会社

取締役統括部長就任

平成21年６月 同社代表取締役社長就任

平成23年11月 モバイルクリエイト株式会社入社　管理部長

平成24年１月 同社取締役管理部長就任

平成25年７月 株式会社Ｍ．Ｒ．Ｌ取締役就任

平成27年６月 モバイルクリエイト株式会社取締役就任（現

任）

平成27年６月 当社代表取締役社長就任（現任）

(注)３ －

専務取締役  中野　雅一 昭和21年８月９日生

昭和54年９月 当社入社

平成19年５月 株式会社日出ハイテック入社

平成21年２月 モバイルクリエイト株式会社　相談役就任

平成21年６月 同社システム開発部長

平成21年８月 同社取締役システム開発部長就任

平成23年６月 同社取締役管理技術部長就任

平成26年９月 同社参与就任（現任）

平成27年６月 当社専務取締役就任（現任）

平成28年４月 ciDrone株式会社取締役就任（現任）

(注)３ －

取締役 営業部長 重松　秀信 昭和31年７月７日生

昭和57年５月 当社入社

平成４年５月 当社製造部第２設計課長

平成７年４月 当社営業部第２営業課長

平成８年３月 当社製造部技術図面課長

平成13年10月 当社技術部技術課長

平成26年４月 当社技術部第３設計課長

平成26年６月 当社取締役技術部長就任

平成27年６月 当社取締役営業部長就任（現任）

(注)３ 12

取締役 管理部長 時枝　典生 昭和34年９月８日生

昭和58年４月 当社入社

平成７年４月 当社総務課長

平成26年６月 当社取締役総務経理部長就任

平成28年５月 当社取締役管理部長就任（現任）

(注)３ 13
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役　名 職　名 氏　名 生年月日 略　　　　　歴 任期
所　有
株式数
(千株)

取締役
技術部長兼

生産管理部長
中村　昭彦 昭和35年８月12日生

昭和59年２月 当社入社

平成17年４月 当社営業部営業課長

平成26年４月 当社技術部第１設計課長

平成27年６月 当社技術部長兼第１設計課長就任

平成28年５月 当社技術部長兼生産管理部長就任

平成28年６月 当社取締役技術部長兼生産管理部長就任（現

任）

(注)３ －

取締役  村井　雄司 昭和39年７月15日生

平成14年12月 モバイルクリエイト株式会社設立

同社代表取締役社長就任（現任）

平成22年６月 株式会社Ｍ．Ｒ．Ｌ代表取締役社長就任

平成25年11月 フューチャーイノベーション株式会社

代表取締役社長就任（現任）

平成27年６月 ciDrone株式会社取締役就任（現任）

平成27年６月 当社取締役就任（現任）

(注)３ －

取締役  尾石　上人 昭和34年９月14日生

昭和62年11月 株式会社日本マイクロニクス入社

平成16年12月 同社常務取締役就任

平成25年１月 同社執行役員台湾ＭＪＣ董事長兼総経理就任

平成27年３月 モバイルクリエイト株式会社入社　参与就任

平成27年６月 同社　戦略事業部長就任

ciDrone株式会社取締役就任（現任）

平成27年８月 モバイルクリエイト株式会社取締役戦略事業

部長就任（現任）

平成27年10月 Mobile Create USA,Inc.ＣＥＯ就任（現任）

平成28年６月 当社取締役就任（現任）

(注)３ －

取締役  岐部　和久 昭和46年10月21日生

平成19年２月 株式会社さとうベネック入社　経理部長

平成21年７月 同社管理部長

平成24年11月 モバイルクリエイト株式会社入社　経理課長

平成25年７月 同社経営企画課長兼経理課長

平成25年11月 沖縄ＩＣカード株式会社監査役就任（現任）

平成26年10月 東京モバイルクリエイト株式会社（現株式会

社トラン）代表取締役就任

平成26年12月 同社取締役就任（現任）

平成27年６月 モバイルクリエイト株式会社管理部長

平成27年６月 当社取締役就任（現任）

平成27年８月 株式会社Ｍ．Ｒ．Ｌ取締役就任（現任）

平成27年10月 Mobile Create USA,Inc.ＣＦＯ就任（現任）

平成28年６月 モバイルクリエイト株式会社取締役経営企画

室長（現任）

InfoTrack Telematics Pte.Ltd取締役就任

（現任）

InfoTrack Telematics Pvt.Ltd取締役就任

（現任）

(注)３ －

取締役

（常勤監査

　等委員）

 衛藤　良一 昭和30年12月27日生

昭和53年４月 当社入社

昭和63年４月 当社開発室長

平成４年12月 当社退社

平成５年４月 衛藤カイロプラクティク院設立

平成10年６月 当社監査役就任

平成28年６月 当社取締役（監査等委員）就任（現任）

(注)４ 8
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役　名 職　名 氏　名 生年月日 略　　　　　歴 任期
所　有
株式数
(千株)

取締役

（監査等

委員）

 伊東　　德 昭和23年８月31日生

昭和51年４月 大分工業高等専門学校助手

昭和52年４月 同校機械工学科講師

昭和59年４月 同校機械工学科助教授就任

平成21年１月 同校機械工学科教授就任

平成24年３月 同校退官

平成24年４月 同校再雇用及び大分大学非常勤講師

平成26年４月 大分大学及び大分工業高等専門学校非常勤

　　　　　　 講師（現任）

平成26年６月 当社監査役就任

平成28年６月 当社取締役（監査等委員）就任（現任）

(注)４ －

取締役

（監査等

委員）

 籾倉　了胤 昭和56年９月８日生

平成20年４月 厚生労働省入省

平成21年２月 弁護士登録

平成26年２月 太聞法律事務所開設　代表弁護士就任(現任)

平成28年６月 当社取締役（監査等委員）就任（現任）

(注)４ －

計 34

　（注）１　取締役　伊東徳、取締役　籾倉了胤、は、社外取締役（監査等委員）であります。

　　　　２　平成29年３月24日開催の定時株主総会の終結のときから１年間であります。

　　　　３　平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結のときから２年間であります。
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　　（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

社　 　長
 佐藤　一彦 昭和22年12月１日生

昭和46年４月 株式会社大分銀行入行

平成14年７月 大銀アカウンティングサービス株式会社

取締役統括部長就任

平成21年６月 同社代表取締役社長就任

平成23年11月 モバイルクリエイト株式会社入社　管理部長

平成24年１月 同社取締役管理部長就任

平成25年７月 株式会社Ｍ．Ｒ．Ｌ取締役就任

平成27年６月 モバイルクリエイト株式会社取締役就任（現

任）

平成27年６月 当社代表取締役社長就任（現任）

(注)２ －

専務取締役  中野　雅一 昭和21年８月９日生

昭和54年９月 当社入社

平成19年５月 株式会社日出ハイテック入社

平成21年２月 モバイルクリエイト株式会社　相談役就任

平成21年６月 同社システム開発部長

平成21年８月 同社取締役システム開発部長就任

平成23年６月 同社取締役管理技術部長就任

平成26年９月 同社参与就任（現任）

平成27年６月 当社専務取締役就任（現任）

平成28年４月 ciDrone株式会社取締役就任（現任）

(注)２ －

取締役 営業部長 重松　秀信 昭和31年７月７日生

昭和57年５月 当社入社

平成４年５月 当社製造部第２設計課長

平成７年４月 当社営業部第２営業課長

平成８年３月 当社製造部技術図面課長

平成13年10月 当社技術部技術課長

平成26年４月 当社技術部第３設計課長

平成26年６月 当社取締役技術部長就任

平成27年６月 当社取締役営業部長就任（現任）

(注)２ 12

取締役 管理部長 時枝　典生 昭和34年９月８日生

昭和58年４月 当社入社

平成７年４月 当社総務課長

平成26年６月 当社取締役総務経理部長就任

平成28年５月 当社取締役管理部長就任（現任）

(注)２ 13

取締役
技術部長兼

生産管理部長
中村　昭彦 昭和35年８月12日生

昭和59年２月 当社入社

平成17年４月 当社営業部営業課長

平成26年４月 当社技術部第１設計課長

平成27年６月 当社技術部長兼第１設計課長就任

平成28年５月 当社技術部長兼生産管理部長就任

平成28年６月 当社取締役技術部長兼生産管理部長就任（現

任）

(注)２ －

取締役  村井　雄司 昭和39年７月15日生

平成14年12月 モバイルクリエイト株式会社設立

同社代表取締役社長就任（現任）

平成22年６月 株式会社Ｍ．Ｒ．Ｌ代表取締役社長就任

平成25年11月 フューチャーイノベーション株式会社

代表取締役社長就任（現任）

平成27年６月 ciDrone株式会社取締役就任（現任）

平成27年６月 当社取締役就任（現任）

(注)２ －

取締役  尾石　上人 昭和34年９月14日生

昭和62年11月 株式会社日本マイクロニクス入社

平成16年12月 同社常務取締役就任

平成25年１月 同社執行役員台湾ＭＪＣ董事長兼総経理就任

平成27年３月 モバイルクリエイト株式会社入社　参与就任

平成27年６月 同社　戦略事業部長就任

ciDrone株式会社取締役就任（現任）

平成27年８月 モバイルクリエイト株式会社取締役戦略事業

部長就任（現任）

平成27年10月 Mobile Create USA,Inc.ＣＥＯ就任（現任）

平成28年６月 当社取締役就任（現任）

(注)２ －
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役　名 職　名 氏　名 生年月日 略　　　　　歴 任期
所　有
株式数
(千株)

取締役  岐部　和久 昭和46年10月21日生

平成19年２月 株式会社さとうベネック入社　経理部長

平成21年７月 同社管理部長

平成24年11月 モバイルクリエイト株式会社入社　経理課長

平成25年７月 同社経営企画課長兼経理課長

平成25年11月 沖縄ＩＣカード株式会社監査役就任（現任）

平成26年10月 東京モバイルクリエイト株式会社（現株式会

社トラン）代表取締役就任

平成26年12月 同社取締役就任（現任）

平成27年６月 モバイルクリエイト株式会社管理部長

平成27年６月 当社取締役就任（現任）

平成27年８月 株式会社Ｍ．Ｒ．Ｌ取締役就任（現任）

平成27年10月 Mobile Create USA,Inc.ＣＦＯ就任（現任）

平成28年６月 モバイルクリエイト株式会社取締役経営企画

室長（現任）

InfoTrack Telematics Pte.Ltd取締役就任

（現任）

InfoTrack Telematics Pvt.Ltd取締役就任

（現任）

(注)２ －

取締役

（常勤監査

　等委員）

 衛藤　良一 昭和30年12月27日生

昭和53年４月 当社入社

昭和63年４月 当社開発室長

平成４年12月 当社退社

平成５年４月 衛藤カイロプラクティク院設立

平成10年６月 当社監査役就任

平成28年６月 当社取締役（監査等委員）就任（現任）

(注)３ 8

取締役

（監査等

委員）

 伊東　　德 昭和23年８月31日生

昭和51年４月 大分工業高等専門学校助手

昭和52年４月 同校機械工学科講師

昭和59年４月 同校機械工学科助教授就任

平成21年１月 同校機械工学科教授就任

平成24年３月 同校退官

平成24年４月 同校再雇用及び大分大学非常勤講師

平成26年４月 大分大学及び大分工業高等専門学校非常勤

　　　　　　 講師（現任）

平成26年６月 当社監査役就任

平成28年６月 当社取締役（監査等委員）就任（現任）

(注)３ －

取締役

（監査等

委員）

 籾倉　了胤 昭和56年９月８日生

平成20年４月 厚生労働省入省

平成21年２月 弁護士登録

平成26年２月 太聞法律事務所開設　代表弁護士就任(現任)

平成28年６月 当社取締役（監査等委員）就任（現任）

(注)３ －

計 34

　（注）１　取締役　伊東徳、取締役　籾倉了胤、は、社外取締役（監査等委員）であります。

　　　　２　平成29年３月24日開催の定時株主総会の終結のときから１年間であります。

　　　　３　平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結のときから２年間であります。
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