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【表紙】  

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書 

【根拠条文】 証券取引法第24条の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成17年８月10日 

【事業年度】 第54期(自 平成16年２月１日 至 平成17年１月31日) 

【会社名】 積水ハウス株式会社 

【英訳名】 Ｓｅｋｉｓｕｉ Ｈｏｕｓｅ, Ｌｔｄ. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  和 田   勇 

【本店の所在の場所】 大阪市北区大淀中一丁目１番88号 

【電話番号】 06(6440)3111番(代表) 

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長  内 田   隆 

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区代々木二丁目１番１号 

  積水ハウス株式会社東京支社 

【電話番号】 03(5352)3111番(代表) 

【事務連絡者氏名】 東京総務部長  重 松 孝 昭 

【縦覧に供する場所】 積水ハウス株式会社東京支社※ 

  (東京都渋谷区代々木二丁目１番１号) 

 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 株式会社大阪証券取引所 

  (大阪市中央区北浜一丁目８番16号) 

 株式会社名古屋証券取引所 

  (名古屋市中区栄三丁目３番17号) 

 (注) ※証券取引法の規定による縦覧に供すべき場所ではありませ

んが、株主等の便宜のために備置しています。 
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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17年４月28日に提出しました第54期（自 平成16年２月１日 至 平成17年１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。 

平成17年２月１日付をもって積和不動産㈱、積和不動産関西㈱、積和不動産中部㈱、積和不動産中

国㈱、積和不動産九州㈱及び積和不動産東北㈱を当社の完全子会社とする株式交換を実施した結果、

積和不動産各社の株式を所有していた役員に対して当社株式が割当交付されていましたが、当該役員

の所有株式数について、これを算入しない数値を記載していたため、訂正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） 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数
(千株) 

昭和40年４月 当社入社 

昭和62年４月 当社中部第一営業部長就任 

昭和63年３月 当社中部第一営業部長 

兼中部第二営業部長就任 

平成２年４月 当社取締役就任 

平成６年４月 当社常務取締役就任 

平成８年４月 当社専務取締役就任 

平成10年４月 当社代表取締役社長就任、現在に

至る。 

平成10年４月 西宮マリナシティ開発株式会社代

表取締役社長就任、現在に至る。 

代表取締役 
社長 

 和 田   勇 昭和16年４月29日生

平成10年４月 神戸六甲アイランド株式会社代表

取締役社長就任、現在に至る。 

１４７
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数
(千株) 

昭和36年４月 当社入社 

昭和62年２月 当社静岡工場長就任 

平成６年４月 当社取締役就任 

平成10年４月 当社常務取締役就任 

平成12年４月 当社専務取締役就任 

平成13年10月 施工担当 

平成14年４月 当社取締役副社長就任、現在に至

る。 

当社副社長執行役員就任、社長補

佐、現在に至る。 

施工・ＣＳ・環境担当 

平成14年８月 環境担当、施工本部長委嘱 

取締役副社長 

副社長執行役員 
社長補佐、 
西日本・ 

コストダウン 
担当 

殿 村 英 幸 昭和18年３月９日生

平成16年３月 西日本・コストダウン担当、現在

に至る。 

２９

昭和43年10月 当社入社 

平成５年４月 当社関西第二営業本部長就任 

平成８年４月 当社取締役就任 

平成12年４月 当社常務取締役就任 

東京支社長委嘱 

平成14年４月 当社取締役就任 

当社専務執行役員就任 

法人営業担当 

平成14年８月 首都圏・法人営業担当 

平成16年３月 東日本・法人営業担当、現在に至

る。 

取締役副社長 

副社長執行役員 
社長補佐、 
東日本・ 

法人営業担当 

巖 根 志智朗 昭和17年９月19日生

平成16年４月 当社取締役副社長就任、現在に至

る。 

当社副社長執行役員就任、社長補

佐、現在に至る。 

２５

昭和40年４月 当社入社 

平成５年５月 当社資材部長就任、現在に至る。 

平成10年４月 当社取締役就任 

平成12年４月 当社常務取締役就任 取締役 
専務執行役員 
資材部長 

板 脇   弘 昭和17年６月29日生

平成14年４月 当社取締役就任、現在に至る。 

当社専務執行役員就任、現在に至

る。 

１９

昭和47年12月 当社入社 

平成８年４月 当社技術部長就任 

平成10年４月 当社取締役就任 

平成11年２月 技術統括部長委嘱 

平成12年４月 当社常務取締役就任 

平成14年４月 当社取締役就任、現在に至る。 

当社常務執行役員就任 

技術統括部長・設計部長委嘱 

平成14年８月 技術本部長委嘱 

平成15年５月 技術担当 

平成16年３月 技術・環境担当 

技術本部長・施工本部長委嘱 

平成16年４月 当社専務執行役員就任、環境担

当、施工本部長委嘱、現在に至

る。 

取締役 
専務執行役員 
環境担当、 
施工本部長 

森 本   彰 昭和18年８月７日生

平成17年４月 エスジーエム・オペレーション株

式会社代表取締役社長就任、現在

に至る。 

９
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数
(千株) 

昭和42年４月 当社入社 

平成６年２月 当社関東第一営業本部長就任 

平成10年４月 当社取締役就任、現在に至る。 

平成11年８月 関連企業部長委嘱 

平成13年５月 販促担当 

平成14年４月 当社常務執行役員就任 

人事担当 

取締役 

専務執行役員 
人事・販促 
担当、 

経営企画部長 

岩 崎   正 昭和19年３月21日生

平成16年４月 当社専務執行役員就任、人事・販

促担当、経営企画部長委嘱、現在

に至る。 

１９

昭和46年９月 当社入社 

平成６年10月 当社関東工場長就任 

平成10年４月 当社取締役就任、現在に至る。 

平成14年４月 当社常務執行役員就任、現在に至

る。 

生産担当 

取締役 

常務執行役員 
ＩＣＴ推進 
担当、 

技術本部長 

和 田 純 夫 昭和20年７月８日生

平成16年４月 ＩＣＴ推進担当、技術本部長委

嘱、現在に至る。 

１８

昭和43年９月 当社入社 

平成６年２月 当社中部第一営業本部長就任 

平成10年４月 当社取締役就任、現在に至る。 

平成12年４月 九州営業本部長委嘱 

平成14年４月 当社常務執行役員就任 

平成15年２月 当社常務執行役員退任 

取締役  山 本 保 明 昭和18年11月６日生

平成15年４月 積和不動産中部株式会社代表取締

役社長就任、現在に至る。 

１９

昭和42年４月 当社入社 

平成10年４月 当社関西第一営業本部長就任 

平成12年４月 当社取締役就任、現在に至る。 

平成14年４月 当社常務執行役員就任 

平成16年１月 当社常務執行役員退任 

取締役  松 吉 三 郎 昭和19年１月９日生

平成16年４月 積和不動産関西株式会社代表取締

役社長就任、現在に至る。 

１２

昭和45年２月 当社入社 

平成９年８月 当社関西第二営業本部長就任 

平成12年４月 当社取締役就任 

平成14年４月 当社取締役退任 

当社常務執行役員就任、現在に至

る。 

平成16年１月 関西第一営業本部長委嘱、現在に

至る。 

取締役 
常務執行役員 
関西第一 

営業本部長 
鈴 木 邦 惟 昭和19年１月12日生

平成16年４月 当社取締役就任、現在に至る。 

１６

昭和45年４月 当社入社 

平成10年４月 当社静岡工場長就任 

平成12年４月 当社取締役就任 

平成12年９月 滋賀工場長委嘱、現在に至る。 

平成14年４月 当社取締役退任 

当社常務執行役員就任、現在に至

る。 

平成16年４月 生産担当、現在に至る。 

取締役 
常務執行役員 
生産担当、 
滋賀工場長 

松 本 雄 三 昭和21年６月17日生

平成16年４月 当社取締役就任、現在に至る。 

１０
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数
(千株) 

昭和45年２月 当社入社 

平成13年10月 当社マンション事業本部長・開発

事業部長就任 

平成14年４月 当社執行役員就任 

平成16年４月 当社常務執行役員就任、現在に至

る。 

不動産担当 

平成16年４月 当社取締役就任、現在に至る。 

取締役 

常務執行役員 
マンション 
事業・不動産 

担当、 
開発事業部長 

吉 満 一 男 昭和19年９月18日生

平成17年２月 マンション事業・不動産担当、開

発事業部長委嘱、現在に至る。 

４

      

      

      

昭和40年４月 当社入社 

昭和59年５月 当社財務部長就任 

平成６年４月 当社取締役就任 

平成10年４月 当社常務取締役就任 

平成12年４月 当社専務取締役就任 

平成14年４月 当社取締役就任 

当社専務執行役員就任 

常任監査役 
（常勤） 

 山 田 幹 夫 昭和17年３月３日生

平成15年４月 当社常任監査役（常勤）就任、現

在に至る。 

７４

      

      

      

計 ４２７

(注) 略 

 

（訂正後） 

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数
(千株) 

昭和40年４月 当社入社 

昭和62年４月 当社中部第一営業部長就任 

昭和63年３月 当社中部第一営業部長 

兼中部第二営業部長就任 

平成２年４月 当社取締役就任 

平成６年４月 当社常務取締役就任 

平成８年４月 当社専務取締役就任 

平成10年４月 当社代表取締役社長就任、現在に

至る。 

平成10年４月 西宮マリナシティ開発株式会社代

表取締役社長就任、現在に至る。 

代表取締役 
社長 

 和 田   勇 昭和16年４月29日生

平成10年４月 神戸六甲アイランド株式会社代表

取締役社長就任、現在に至る。 

２５９
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数
(千株) 

昭和36年４月 当社入社 

昭和62年２月 当社静岡工場長就任 

平成６年４月 当社取締役就任 

平成10年４月 当社常務取締役就任 

平成12年４月 当社専務取締役就任 

平成13年10月 施工担当 

平成14年４月 当社取締役副社長就任、現在に至

る。 

当社副社長執行役員就任、社長補

佐、現在に至る。 

施工・ＣＳ・環境担当 

平成14年８月 環境担当、施工本部長委嘱 

取締役副社長 

副社長執行役員 
社長補佐、 
西日本・ 

コストダウン 
担当 

殿 村 英 幸 昭和18年３月９日生

平成16年３月 西日本・コストダウン担当、現在

に至る。 

４６

昭和43年10月 当社入社 

平成５年４月 当社関西第二営業本部長就任 

平成８年４月 当社取締役就任 

平成12年４月 当社常務取締役就任 

東京支社長委嘱 

平成14年４月 当社取締役就任 

当社専務執行役員就任 

法人営業担当 

平成14年８月 首都圏・法人営業担当 

平成16年３月 東日本・法人営業担当、現在に至

る。 

取締役副社長 

副社長執行役員 
社長補佐、 
東日本・ 

法人営業担当 

巖 根 志智朗 昭和17年９月19日生

平成16年４月 当社取締役副社長就任、現在に至

る。 

当社副社長執行役員就任、社長補

佐、現在に至る。 

４５

昭和40年４月 当社入社 

平成５年５月 当社資材部長就任、現在に至る。 

平成10年４月 当社取締役就任 

平成12年４月 当社常務取締役就任 取締役 
専務執行役員 
資材部長 

板 脇   弘 昭和17年６月29日生

平成14年４月 当社取締役就任、現在に至る。 

当社専務執行役員就任、現在に至

る。 

２６

昭和47年12月 当社入社 

平成８年４月 当社技術部長就任 

平成10年４月 当社取締役就任 

平成11年２月 技術統括部長委嘱 

平成12年４月 当社常務取締役就任 

平成14年４月 当社取締役就任、現在に至る。 

当社常務執行役員就任 

技術統括部長・設計部長委嘱 

平成14年８月 技術本部長委嘱 

平成15年５月 技術担当 

平成16年３月 技術・環境担当 

技術本部長・施工本部長委嘱 

平成16年４月 当社専務執行役員就任、環境担

当、施工本部長委嘱、現在に至

る。 

取締役 
専務執行役員 
環境担当、 
施工本部長 

森 本   彰 昭和18年８月７日生

平成17年４月 エスジーエム・オペレーション株

式会社代表取締役社長就任、現在

に至る。 

１５
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数
(千株) 

昭和42年４月 当社入社 

平成６年２月 当社関東第一営業本部長就任 

平成10年４月 当社取締役就任、現在に至る。 

平成11年８月 関連企業部長委嘱 

平成13年５月 販促担当 

平成14年４月 当社常務執行役員就任 

人事担当 

取締役 

専務執行役員 
人事・販促 
担当、 

経営企画部長 

岩 崎   正 昭和19年３月21日生

平成16年４月 当社専務執行役員就任、人事・販

促担当、経営企画部長委嘱、現在

に至る。 

３４

昭和46年９月 当社入社 

平成６年10月 当社関東工場長就任 

平成10年４月 当社取締役就任、現在に至る。 

平成14年４月 当社常務執行役員就任、現在に至

る。 

生産担当 

取締役 

常務執行役員 
ＩＣＴ推進 
担当、 

技術本部長 

和 田 純 夫 昭和20年７月８日生

平成16年４月 ＩＣＴ推進担当、技術本部長委

嘱、現在に至る。 

２４

昭和43年９月 当社入社 

平成６年２月 当社中部第一営業本部長就任 

平成10年４月 当社取締役就任、現在に至る。 

平成12年４月 九州営業本部長委嘱 

平成14年４月 当社常務執行役員就任 

平成15年２月 当社常務執行役員退任 

取締役  山 本 保 明 昭和18年11月６日生

平成15年４月 積和不動産中部株式会社代表取締

役社長就任、現在に至る。 

６０

昭和42年４月 当社入社 

平成10年４月 当社関西第一営業本部長就任 

平成12年４月 当社取締役就任、現在に至る。 

平成14年４月 当社常務執行役員就任 

平成16年１月 当社常務執行役員退任 

取締役  松 吉 三 郎 昭和19年１月９日生

平成16年４月 積和不動産関西株式会社代表取締

役社長就任、現在に至る。 

３２

昭和45年２月 当社入社 

平成９年８月 当社関西第二営業本部長就任 

平成12年４月 当社取締役就任 

平成14年４月 当社取締役退任 

当社常務執行役員就任、現在に至

る。 

平成16年１月 関西第一営業本部長委嘱、現在に

至る。 

取締役 
常務執行役員 
関西第一 

営業本部長 
鈴 木 邦 惟 昭和19年１月12日生

平成16年４月 当社取締役就任、現在に至る。 

４２

昭和45年４月 当社入社 

平成10年４月 当社静岡工場長就任 

平成12年４月 当社取締役就任 

平成12年９月 滋賀工場長委嘱、現在に至る。 

平成14年４月 当社取締役退任 

当社常務執行役員就任、現在に至

る。 

平成16年４月 生産担当、現在に至る。 

取締役 
常務執行役員 
生産担当、 
滋賀工場長 

松 本 雄 三 昭和21年６月17日生

平成16年４月 当社取締役就任、現在に至る。 

１３
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数
(千株) 

昭和45年２月 当社入社 

平成13年10月 当社マンション事業本部長・開発

事業部長就任 

平成14年４月 当社執行役員就任 

平成16年４月 当社常務執行役員就任、現在に至

る。 

不動産担当 

平成16年４月 当社取締役就任、現在に至る。 

取締役 

常務執行役員 
マンション 
事業・不動産 

担当、 
開発事業部長 

吉 満 一 男 昭和19年９月18日生

平成17年２月 マンション事業・不動産担当、開

発事業部長委嘱、現在に至る。 

１９

      

      

      

昭和40年４月 当社入社 

昭和59年５月 当社財務部長就任 

平成６年４月 当社取締役就任 

平成10年４月 当社常務取締役就任 

平成12年４月 当社専務取締役就任 

平成14年４月 当社取締役就任 

当社専務執行役員就任 

常任監査役 
（常勤） 

 山 田 幹 夫 昭和17年３月３日生

平成15年４月 当社常任監査役（常勤）就任、現

在に至る。 

９０

      

      

      

計 ７３２

(注) 略 


