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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18年６月29日に提出いたしました第82期（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）有価証券報告書の記載

事項につき、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２ 事業の状況 

  ５ 経営上の重要な契約等 

 (1) 技術相互援助契約 

 (2) 技術援助等を受けている契約 

   (4) 販売の提携 

  

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２ 【事業の状況】 
５ 【経営上の重要な契約等】 

（訂正前） 

(1) 技術相互援助契約 
  

  

(2) 技術援助等を受けている契約 
  

(注) １ 平成17年10月14日期間満了につき終了。 

２ 平成18年５月８日期間満了につき終了。 

３ 平成18年５月９日期間満了につき終了。 
  

契約会社名 相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間 

フジオーゼックス㈱ 
(連結子会社) 

TRW Inc. アメリカ 
エンジン

バルブ 
製造、販売、使用の非独占

的実施権の許諾 
平成８年１月１日から

自動延長制 

TRW Deutschland 
GmbH. 

ドイツ 
エンジン

バルブ 
製造、販売、使用の非独占

的実施権の許諾 
平成８年１月１日から

自動延長制 

契約会社名 相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間 

大同特殊鋼㈱ 
(当社) 

Mearz-Gautschi 
Industrial Furnaces 
LTD. 

ドイツ アルミ溶解炉、保
持炉、加熱炉等 

１ 製造、販売権の許諾
２ 技術情報の提供 

平成２年７月24日から
平成18年７月23日まで 

Plasma Electronic
GmbH. ドイツ プラズマ表面処理

装置 
１ 製造、販売権の許諾
２ 技術情報の提供 

平成６年10月１日から
平成19年12月９日まで 

The International  
Metals Reclamation  
Company,INC. 

アメリカ 鉄鋼廃棄物還元処
理技術 

１ 製造、販売権の許諾
２ 技術情報の提供 

平成８年３月20日から
平成21年３月31日まで 

Systems  
Spray-Cooled 
Equipment Company 

アメリカ 
水スプレー冷却シ
ステムを利用した
炉蓋等 

１ 製造、販売権の許諾
２ 技術情報の提供 

平成元年11月１日から
平成17年10月14日まで 
(注)１ 

Osprey Metals 
Limited イギリス ガスアトマイズ法

による金属粉末 
１ 製造、販売権の許諾
２ 技術情報の提供 

平成３年５月９日から
平成18年５月８日まで 
(注)２ 

Ovonic Battery 
Company,INC. アメリカ 水素電池用水素吸

蔵合金の製造方法

１ 製造加工および販売実
施権の許諾 

２ 技術情報の提供 

平成５年５月10日から
平成18年５月９日まで 
(注)３ 

Magnequench 
International, 
INC. 

アメリカ 熱間成形希土類磁
石の製造方法 

１ 実施権の許諾
２ 技術情報の提供 

平成11年10月28日から
契約対象特許の終了日
まで 

㈱ウィテック 
ジャパン 日本 

金属粉末その他の
粉末材料を使用し
た各種部品 

１ 製造加工および販売実
施権の許諾 

２ 技術情報の提供 

平成３年９月30日から
契約対象特許の終了日
まで 

Elkem Technology A/S ノルウェー 鋼の表面検査方法 １ 実施権の許諾
２ 技術情報の提供 

平成６年12月14日から
契約対象特許の終了日
まで 

ALD Vacuum 
Technologies AG ドイツ 真空浸炭炉

１ 製造、販売権の許諾
２ 技術情報の提供 

平成16年６月16日から
平成26年６月15日まで 

東芝マテリアル㈱ 日本 
サマリウム
－鉄－ 
窒素ボンド磁石 

 実施権の許諾
平成16年８月１日から
平成21年７月31日まで 

㈱神戸製鋼所 日本 チタン溶解技術
チタン溶解炉  技術情報の提供

平成17年６月28日から
平成20年３月31日まで 

富士電機システムズ㈱ 日本 自動車トンネル用
電気集じん装置  実施権の許諾

平成17年12月26日から
契約対象特許の終了日
まで 

㈱大同キャスティング
ス（連結子会社） 

Hitchiner 
Manufacturing 
Co.,INC. 

アメリカ 精密鋳造製品
１ 製造、販売権の許諾
２ 技術情報の提供 

平成２年９月17日から
平成23年10月５日まで 



(4) 販売の提携 
  

  

契約会社名 相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間 

フジオーゼックス㈱ 
(連結子会社) 

TRW Inc. アメリカ 

エンジン
バルブ 
その他 

アメリカにおける販売権の
許諾 

昭和62年４月１日から
自動延長制 

エンジン
バルブ 
その他 

日本における販売権の受諾
平成２年４月１日から
自動延長制 

TRW Deutschland 
GmbH. 

ドイツ 

エンジン
バルブ 
その他 

ヨーロッパ(17ヶ所)におけ
る販売権の許諾 

平成２年４月１日から
自動延長制 

エンジン
バルブ 
その他 

ヨーロッパの日本自動車メ
ーカーに対する販売支援 

平成５年１月１日から
自動延長制 



（訂正後） 

(1) 技術相互援助契約 
  

  

(2) 技術援助等を受けている契約 
  

(注) １ 平成17年10月14日期間満了につき終了。 

２ 平成18年５月８日期間満了につき終了。 

３ 平成18年５月９日期間満了につき終了。 

４ Magnequench International,INC.は買収によりNeo Material Technologies Inc.に変更されております。 

  

契約会社名 相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間 

フジオーゼックス㈱ 
(連結子会社) 

TRW Automotive 
U.S.LLC 

アメリカ 
エンジン

バルブ 
製造、販売、使用の非独占

的実施権の許諾 
平成８年１月１日から

自動延長制 

TRW Automotive 
GmbH. 

ドイツ 
エンジン

バルブ 
製造、販売、使用の非独占

的実施権の許諾 
平成８年１月１日から

自動延長制 

契約会社名 相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間 

大同特殊鋼㈱ 
(当社) 

Mearz-Gautschi 
Industrial Furnaces 
LTD. 

ドイツ アルミ溶解炉、保
持炉、加熱炉等 

１ 製造、販売権の許諾
２ 技術情報の提供 

平成２年７月24日から
平成18年７月23日まで 

Plasma Electronic
GmbH. ドイツ プラズマ表面処理

装置 
１ 製造、販売権の許諾
２ 技術情報の提供 

平成６年10月１日から
平成19年12月９日まで 

The International  
Metals Reclamation  
Company,INC. 

アメリカ 鉄鋼廃棄物還元処
理技術 

１ 製造、販売権の許諾
２ 技術情報の提供 

平成８年３月20日から
平成21年３月31日まで 

Systems  
Spray-Cooled 
Equipment Company 

アメリカ 
水スプレー冷却シ
ステムを利用した
炉蓋等 

１ 製造、販売権の許諾
２ 技術情報の提供 

平成元年11月１日から
平成17年10月14日まで 
(注)１ 

Osprey Metals 
Limited イギリス ガスアトマイズ法

による金属粉末 
１ 製造、販売権の許諾
２ 技術情報の提供 

平成３年５月９日から
平成18年５月８日まで 
(注)２ 

Ovonic Battery 
Company,INC. アメリカ 水素電池用水素吸

蔵合金の製造方法

１ 製造加工および販売実
施権の許諾 

２ 技術情報の提供 

平成５年５月10日から
平成18年５月９日まで 
(注)３ 

Neo Material 
Technologies 
Inc. (注)４ 

カナダ 熱間成形希土類磁
石の製造方法 

１ 実施権の許諾
２ 技術情報の提供 

平成11年10月28日から
契約対象特許の終了日
まで 

㈱ウィテック 
ジャパン 日本 

金属粉末その他の
粉末材料を使用し
た各種部品 

１ 製造加工および販売実
施権の許諾 

２ 技術情報の提供 

平成３年９月30日から
契約対象特許の終了日
まで 

Elkem Technology A/S ノルウェー 鋼の表面検査方法 １ 実施権の許諾
２ 技術情報の提供 

平成６年12月14日から
契約対象特許の終了日
まで 

ALD Vacuum 
Technologies AG ドイツ 真空浸炭炉

１ 製造、販売権の許諾
２ 技術情報の提供 

平成16年６月16日から
平成26年６月15日まで 

東芝マテリアル㈱ 日本 
サマリウム
－鉄－ 
窒素ボンド磁石 

 実施権の許諾
平成16年８月１日から
平成21年７月31日まで 

㈱神戸製鋼所 日本 チタン溶解技術
チタン溶解炉  技術情報の提供

平成17年６月28日から
平成20年３月31日まで 

富士電機システムズ㈱ 日本 自動車トンネル用
電気集じん装置  実施権の許諾

平成17年12月26日から
契約対象特許の終了日
まで 

㈱大同キャスティング
ス（連結子会社） 

Hitchiner 
Manufacturing 
Co.,INC. 

アメリカ 精密鋳造製品
１ 製造、販売権の許諾
２ 技術情報の提供 

平成２年９月17日から
平成23年10月５日まで 



 (4) 販売の提携 
  

  

契約会社名 相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間 

フジオーゼックス㈱ 
(連結子会社) 

TRW Automotive 
U.S.LLC 
  

アメリカ 

エンジン
バルブ 
その他 

アメリカにおける販売権の
許諾 

昭和62年４月１日から
自動延長制 

エンジン
バルブ 
その他 

日本における販売権の受諾
平成２年４月１日から
自動延長制 

TRW Automotive 
GmbH. 

ドイツ 

エンジン
バルブ 
その他 

ヨーロッパ(17ヶ所)におけ
る販売権の許諾 

平成２年４月１日から
自動延長制 

エンジン
バルブ 
その他 

ヨーロッパの日本自動車メ
ーカーに対する販売支援 

平成５年１月１日から
自動延長制 
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