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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26年６月24日に提出いたしました第86期（自 平成25年４月１日  至  平成26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。
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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)

（略）

取締役  吉田 友行 昭和28年３月４日生

昭和52年４月 当社入社

 
(注)６

 
18

平成15年８月 FUJI VEGETABLE OIL, INC. 社長

平成20年７月 当社執行役員

平成22年６月 当社取締役

平成24年４月 油脂加工食品カンパニー油脂加工

食品海外第一部門長兼FUJI OIL

ASIA PTE.LTD. 社長

平成25年３月 当社取締役辞任

平成25年４月 当社上席執行役員国際本部アジア

統 括 室 長 兼 FUJI OIL ASIA

PTE.LTD.社長

平成26年４月 当社上席執行役員兼 FUJI OIL

ASIA PTE.LTD.社長

平成26年６月 当 社 取 締 役 兼 FUJI OIL ASIA

PTE.LTD.社長（現任）

取締役

営業本部長

兼東京支社

長

池田 正史 昭和27年９月２日生

昭和56年７月 当社入社

(注)６ 3

平成12年４月 大阪販売第三部長

平成12年10月 不二バター株式会社社長

平成18年４月 販売本部東京販売第一部長

平成20年４月 油脂加工食品カンパニー油脂加工

食品販売部門長

平成20年７月 当社執行役員

平成24年４月 蛋白加工食品カンパニー蛋白加工

食品販売部門長

平成25年４月 当社上席執行役員営業本部第二営

業部門長

平成26年４月 当社上席執行役員営業本部長兼東

京支社長

平成26年６月 当社取締役営業本部長兼東京支社

長（現任）

（略）
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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)

（略）

取締役

常務執行役員
 吉田 友行 昭和28年３月４日生

昭和52年４月 当社入社

 
(注)６

 
18

平成15年８月 FUJI VEGETABLE OIL, INC. 社長

平成20年７月 当社執行役員

平成22年６月 当社取締役

平成24年４月 油脂加工食品カンパニー油脂加工

食品海外第一部門長兼FUJI OIL

ASIA PTE.LTD. 社長

平成25年３月 当社取締役辞任

平成25年４月 当社上席執行役員国際本部アジア

統 括 室 長 兼 FUJI OIL ASIA

PTE.LTD.社長

平成26年４月 当社上席執行役員兼 FUJI OIL

ASIA PTE.LTD.社長

平成26年６月 当社取締役常務執行役員　　　　

兼 FUJI OIL ASIA PTE.LTD. 社長

（現任）

取締役

執行役員

営業本部長

兼東京支社

長

池田 正史 昭和27年９月２日生

昭和56年７月 当社入社

(注)６ 3

平成12年４月 大阪販売第三部長

平成12年10月 不二バター株式会社社長

平成18年４月 販売本部東京販売第一部長

平成20年４月 油脂加工食品カンパニー油脂加工

食品販売部門長

平成20年７月 当社執行役員

平成24年４月 蛋白加工食品カンパニー蛋白加工

食品販売部門長

平成25年４月 当社上席執行役員営業本部第二営

業部門長

平成26年４月 当社上席執行役員営業本部長兼東

京支社長

平成26年６月 当社取締役執行役員営業本部長兼

東京支社長（現任）

（略）
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