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平成21年３月期 中間決算短信 平成20年11月12日

 会  社  名 大塚ホールディングス株式会社 

代  表  者（役職名）代表取締役社長 （氏名）樋口 達夫  

問合せ先責任者（役職名）
コーポレート・コミュニ
ケーション部 部長 

（氏名）白井 秀樹 ＴＥＬ  （03）6717－1410 

半期報告書提出予定日 平成20年12月25日 

 
（百万円未満切捨て）

１．20年９月中間期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年９月30日） 

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

 売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年９月中間期 490,612 － 49,798 － 57,211 － 34,494 － 

 

 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

  

 円 銭 円 銭  

20年９月中間期 2,495 75 2,493 27     

（参考）持分法投資利益 20年９月中間期3,196百万円 

 
(2）連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

20年９月中間期 1,243,948 845,876 49.3 35,601 84 

（参考）自己資本 20年９月中間期613,542百万円 

 
(3）連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

20年９月中間期 28,387 △155,579 170,451 263,601 

 

２．その他 

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無 

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本となる

重要な事項の変更に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更    有 

② ①以外の変更           無 

(3）発行済株式数（普通株式） 
① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年９月中間期 17,606,589株  

② 期末自己株式数 20年９月中間期 373,131株  
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（参考）個別業績の概要 

 

１．20年９月中間期の個別業績（平成20年７月８日～平成20年９月30日） 

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

 営業収益 営業損失 経常損失 中間(当期)純損失 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年９月中間期 － － △624 － △623 － △623 － 

 

 
１株当たり中間 
(当期)純損失 

   

 円 銭  

20年９月中間期 41 76       

 

(2）個別財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

20年９月中間期 468,536 467,236 99.7 26,537 57 

（参考）自己資本 20年９月中間期467,236百万円 
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①【中間連結貸借対照表】 

 （単位：百万円）

 
当中間連結会計期間末 
（平成20年９月30日） 

 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 268,777  

受取手形及び売掛金 212,536  

有価証券 12,980  

たな卸資産 98,024  

繰延税金資産 22,039  

その他 24,357  

貸倒引当金 △363  

流動資産合計 638,351  

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 227,603  

減価償却累計額 △147,109  

建物及び構築物（純額） 80,493  

機械装置及び運搬具 203,872  

減価償却累計額 △162,373  

機械装置及び運搬具（純額） 41,498  

工具、器具及び備品 56,491  

減価償却累計額 △45,579  

工具、器具及び備品（純額） 10,911  

土地 61,977  

リース資産 10,487  

減価償却累計額 △1,661  

リース資産（純額） 8,825  

建設仮勘定 6,338  

その他 10,901  

有形固定資産合計 220,946  

無形固定資産   

のれん 15,944  

その他 21,119  

無形固定資産合計 37,063  
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 （単位：百万円）

 
当中間連結会計期間末 
（平成20年９月30日） 

 

投資その他の資産   

投資有価証券 290,055  

出資金 21,137  

長期貸付金 210  

繰延税金資産 16,432  

その他 21,150  

投資損失引当金 △1,318  

貸倒引当金 △114  

投資その他の資産合計 347,552  

固定資産合計 605,563  

繰延資産 33  

資産合計 1,243,948  

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 89,140  

短期借入金 100,303  

リース債務 3,313  

未払法人税等 20,608  

賞与引当金 11,624  

役員賞与引当金 14  

返品調整引当金 253  

その他 84,440  

流動負債合計 309,698  

固定負債   

長期借入金 7,209  

リース債務 5,556  

繰延税金負債 4,589  

退職給付引当金 29,151  

役員退職慰労引当金 3,336  

負ののれん 35,093  

その他 3,435  

固定負債合計 88,374  

負債合計 398,072  
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 （単位：百万円）

 
当中間連結会計期間末 
（平成20年９月30日） 

 

純資産の部   

株主資本   

資本金 40,541  

資本剰余金 126,698  

利益剰余金 455,475  

自己株式 △4,782  

株主資本合計 617,932  

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,016  

為替換算調整勘定 △7,406  

評価・換算差額等合計 △4,389  

少数株主持分 232,333  

純資産合計 845,876  

負債純資産合計 1,243,948  
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②【中間連結損益計算書】 

 （単位：百万円）

 
当中間連結会計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

 

売上高 490,612  

売上原価 171,834  

売上総利益 318,777  

販売費及び一般管理費   

販売促進費 84,651  

給料及び賞与 31,686  

賞与引当金繰入額 6,519  

退職給付費用 2,754  

役員退職慰労引当金繰入額 317  

役員賞与引当金繰入額 14  

減価償却費 7,015  

研究開発費 63,376  

その他 72,643  

販売費及び一般管理費合計 268,979  

営業利益 49,798  

営業外収益   

受取利息 1,920  

受取配当金 578  

負ののれん償却額 1,232  

持分法による投資利益 3,196  

為替差益 973  

その他 1,296  

営業外収益合計 9,196  

営業外費用   

支払利息 916  

たな卸資産処分損 417  

その他 449  

営業外費用合計 1,783  

経常利益 57,211  
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 （単位：百万円）

 
当中間連結会計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 52  

固定資産売却益 21  

持分変動利益 331  

退職給付制度改定益 1,097  

自主回収製品処分益 428  

その他 21  

特別利益合計 1,952  

特別損失   

固定資産売却損 121  

固定資産除却損 214  

減損損失 416  

投資有価証券評価損 167  

その他 33  

特別損失合計 953  

税金等調整前中間純利益 58,210  

法人税、住民税及び事業税 20,695  

法人税等調整額 △1,431  

法人税等合計 19,263  

少数株主利益 4,451  

中間純利益 34,494  
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③【中間連結株主資本等変動計算書】 

 （単位：百万円）

 
当中間連結会計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,791  

当中間期変動額   

新株の発行 33,750  

当中間期変動額合計 33,750  

当中間期末残高 40,541  

資本剰余金   

前期末残高 69,793  

当中間期変動額   

新株の発行 56,904  

当中間期変動額合計 56,904  

当中間期末残高 126,698  

利益剰余金   

前期末残高 427,787  

当中間期変動額   

剰余金の配当 △4,066  

中間純利益 34,494  

自己株式の消却 △383  

連結範囲の変動 △564  

在外子会社の会計処理の統一に
よる減少 

△1,792  

当中間期変動額合計 27,687  

当中間期末残高 455,475  

自己株式   

前期末残高 △5,166  

当中間期変動額   

自己株式の消却 383  

当中間期変動額合計 383  

当中間期末残高 △4,782  
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 （単位：百万円）

 
当中間連結会計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

 

株主資本合計   

前期末残高 499,206  

当中間期変動額   

新株の発行 90,654  

剰余金の配当 △4,066  

中間純利益 34,494  

自己株式の消却 －  

連結範囲の変動 △564  

在外子会社の会計処理の統一に
よる減少 

△1,792  

当中間期変動額合計 118,725  

当中間期末残高 617,932  

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 5,992  

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期
変動額（純額） 

△2,975  

当中間期変動額合計 △2,975  

当中間期末残高 3,016  

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 18  

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変
動額（純額） 

△18  

当中間期変動額合計 △18  

当中間期末残高 －  

為替換算調整勘定   

前期末残高 △2,586  

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変
動額（純額） 

△4,820  

当中間期変動額合計 △4,820  

当中間期末残高 △7,406  
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 （単位：百万円）

 
当中間連結会計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,424  

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期
変動額（純額） 

△7,814  

当中間期変動額合計 △7,814  

当中間期末残高 △4,389  

少数株主持分   

前期末残高 229,151  

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変
動額（純額） 

3,182  

当中間期変動額合計 3,182  

当中間期末残高 232,333  

純資産合計   

前期末残高 731,782  

当中間期変動額   

新株の発行 90,654  

剰余金の配当 △4,066  

中間純利益 34,494  

自己株式の消却 －  

連結範囲の変動 △564  

在外子会社の会計処理の統一によ
る減少 

△1,792  

株主資本以外の項目の当中間期変
動額（純額） 

△4,631  

当中間期変動額合計 114,094  

当中間期末残高 845,876  
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

 （単位：百万円）

 
当中間連結会計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益 58,210  

減価償却費 17,844  

減損損失 416  

のれん償却額 140  

退職給付引当金の増減額（△は減
少） 

△1,295  

貸倒引当金の増減額（△は減少） 65  

受取利息及び受取配当金 △2,499  

支払利息 914  

持分法による投資損益（△は益） △3,196  

持分変動損益（△は益） △331  

売上債権の増減額（△は増加） △19,401  

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,959  

仕入債務の増減額（△は減少） 9,903  

その他 2,806  

小計 53,618  

利息及び配当金の受取額 3,235  

利息の支払額 △885  

法人税等の支払額 △27,581  

営業活動によるキャッシュ・フロー 28,387  

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △14,866  

有形固定資産の売却による収入 312  

投資有価証券の取得による支出 △135,213  

投資有価証券の売却及び償還による
収入 

3,415  

出資金の払込による支出 △1,050  

貸付けによる支出 △81  

貸付金の回収による収入 48  

定期預金の預入による支出 △6,527  

定期預金の払戻による収入 1,174  

その他 △2,791  

投資活動によるキャッシュ・フロー △155,579  
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 （単位：百万円）

 
当中間連結会計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 86,830  

長期借入れによる収入 500  

長期借入金の返済による支出 △1,618  

株式の発行による収入 90,654  

配当金の支払額 △4,066  

少数株主への配当金の支払額 △694  

その他 △1,153  

財務活動によるキャッシュ・フロー 170,451  

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,400  

現金及び現金同等物の増減額（△は減
少） 

40,859  

現金及び現金同等物の期首残高 222,647  

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金
同等物の増減額（△は減少） 

95  

現金及び現金同等物の中間期末残高 263,601  
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⑤【中間貸借対照表】 

 （単位：百万円）

 
当中間会計期間末 

（平成20年９月30日） 
 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 67,706  

その他 153  

流動資産合計 67,860  

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品 1  

減価償却累計額 △0  

工具、器具及び備品（純額） 0  

有形固定資産合計 0  

無形固定資産   

ソフトウエア 3  

無形固定資産合計 3  

投資その他の資産   

関係会社株式 400,359  

その他 311  

投資その他の資産合計 400,671  

固定資産合計 400,675  

資産合計 468,536  

負債の部   

流動負債   

短期借入金 1,000  

未払法人税等 35  

賞与引当金 28  

その他 236  

流動負債合計 1,300  

負債合計 1,300  
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 （単位：百万円）

 
当中間会計期間末 

（平成20年９月30日） 
 

純資産の部   

株主資本   

資本金 40,541  

資本剰余金   

資本準備金 396,629  

その他資本剰余金 30,689  

資本剰余金合計 427,318  

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △623  

利益剰余金合計 △623  

株主資本合計 467,236  

純資産合計 467,236  

負債純資産合計 468,536  
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⑥【中間損益計算書】 

 （単位：百万円）

 
当中間会計期間 

（自 平成20年７月８日 
至 平成20年９月30日） 

 

営業費用   

給料及び賞与 236  

租税公課 82  

支払報酬 223  

その他 81  

営業費用 624  

営業損失（△） △624  

営業外収益   

その他 2  

営業外収益合計 2  

営業外費用   

支払利息 1  

その他 0  

営業外費用合計 1  

経常損失（△） △623  

税引前中間純損失（△） △623  

中間純損失（△） △623  
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⑦【中間株主資本等変動計算書】 

 （単位：百万円）

 
当中間会計期間 

（自 平成20年７月８日 
至 平成20年９月30日） 

 

株主資本   

資本金   

前期末残高 －  

当中間期変動額   

株式移転による増加 6,791  

新株の発行 33,750  

当中間期変動額合計 40,541  

当中間期末残高 40,541  

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 －  

当中間期変動額   

株式移転による増加 362,879  

新株の発行 33,750  

当中間期変動額合計 396,629  

当中間期末残高 396,629  

その他資本剰余金   

前期末残高 －  

当中間期変動額   

株式移転による増加 30,689  

当中間期変動額合計 30,689  

当中間期末残高 30,689  

資本剰余金合計   

前期末残高 －  

当中間期変動額   

株式移転による増加 393,568  

新株の発行 33,750  

当中間期変動額合計 427,318  

当中間期末残高 427,318  
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 （単位：百万円）

 
当中間会計期間 

（自 平成20年７月８日 
至 平成20年９月30日） 

 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 －  

当中間期変動額   

中間純損失（△） △623  

当中間期変動額合計 △623  

当中間期末残高 △623  

利益剰余金合計   

前期末残高 －  

当中間期変動額   

中間純損失（△） △623  

当中間期変動額合計 △623  

当中間期末残高 △623  

株主資本合計   

前期末残高 －  

当中間期変動額   

株式移転による増加 400,359  

新株の発行 67,500  

中間純損失（△） △623  

当中間期変動額合計 467,236  

当中間期末残高 467,236  

純資産合計   

前期末残高 －  

当中間期変動額   

株式移転による増加 400,359  

新株の発行 67,500  

中間純損失（△） △623  

当中間期変動額合計 467,236  

当中間期末残高 467,236  
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⑧【大株主の状況】 

  平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

大塚化学ホールディングス㈱ 大阪府大阪市中央区大手通３－２－27 2,066 11.73 

大塚エステート㈲ 大阪府大阪市中央区大手通３－２－27 1,406 7.99 

大塚グループ従業員持株会 東京都港区港南２－16－４ 982 5.58 

野村信託銀行㈱（大塚グルー
プ従業員持株会信託口） 

東京都千代田区大手町二丁目２番２号 852 4.84 

野村ホールディングス㈱ 東京都中央区日本橋１丁目９－１ 609 3.46 

㈱阿波銀行 徳島県徳島市西船場町２丁目24－１ 548 3.12 

大塚アセット㈱ 鳴門市撫養町立岩芥原115 300 1.70 

㈱りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町２丁目２－１ 228 1.30 

日亜化学工業㈱ 徳島県阿南市上中町岡491-100 200 1.14 

戸部 眞紀 兵庫県神戸市東灘区 154 0.88 

計 － 7,348 41.74 
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⑨【役員の状況】 

新任役員 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（千株） 

就任年月日

代表取締役
会長 

－ 大塚 明彦 昭和12年７月21日生

昭和35年３月 大塚製薬工場入社

昭和51年６月 大塚製薬代表取締

役社長 

平成10年12月 同社代表取締役社

長 退任 

平成12年６月 同社取締役（現

任） 

平成20年７月 当社代表取締役会

長（現任） 

（代表者である他の法人） 

大塚エステート（有） 

（注）
４. 

68 
平成20年
７月８日

代表取締役
副会長 

－ 大武 健一郎 昭和21年７月10日生

昭和45年５月 大蔵省（現財務

省）入省 

平成７年６月 同省大臣官房審議

官 

平成10年６月 国税庁次長 

平成13年６月 同庁主税局長 

平成16年７月 同庁長官 

平成17年７月 同庁退官 

商工組合中央金庫

副理事長 

平成20年３月 同行退任 

平成20年４月 大塚製薬入社／顧

問 

平成20年７月 当社代表取締役副

会長（現任） 

（注）
４. 

0 
平成20年
７月８日

代表取締役
社長 

－ 樋口 達夫 昭和25年６月14日生

昭和52年３月 大塚製薬入社 

平成10年６月 同社専務取締役

（ファーマバイ

ト） 

平成10年11月 同社取締役副社長

平成11年６月 同社取締役アメリ

カ担当 

平成12年６月 同社代表取締役社

長 

平成20年６月 同社取締役（現

任） 

平成20年７月 当社代表取締役社

長（現任） 

（注）
４. 

2 
平成20年
７月８日
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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） 

就任年月日

専務取締役 財務担当 牧瀬 篤正 昭和33年６月17日生

昭和62年12月 大塚製薬入社 

平成14年６月 同社執行役員ＯＤ

ＰＩ事業部長 

平成15年６月 同社執行役員ＯＩ

ＡＡ事業部財務部

長 

平成19年６月 同社常務取締役経

理担当 

平成20年７月 当社専務取締役

（現任） 

（注）
４. 

1 
平成20年
７月８日

常務取締役 
コーポレート
プランニング
担当 

山﨑 勝也 昭和30年１月29日生

昭和54年３月 大塚製薬入社 

平成14年６月 同社常務執行役員

医薬品事業部（医

薬品担当補佐・知

的財産・ライセン

ス・導入） 

平成18年６月 同社常務執行役員

医薬品事業部副事

業部長 

平成19年６月 同社常務執行役員

社長室長（兼）経

営推進部担当 

平成20年７月 当社常務取締役

（現任） 

（注）
４. 

1 
平成20年
７月８日

常務取締役 総務担当 松尾 嘉朗 昭和35年11月３日生

昭和60年４月 大塚製薬入社 

平成15年１月 同社執行役員総務

部長補佐 

平成18年６月 同社執行役員総務

部長 

平成19年11月 同社常務執行役員

総務部長（兼）法

務・企画渉外担当

平成20年７月 当社常務取締役

（現任） 

（注）
４. 

0 
平成20年
７月８日
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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） 

就任年月日

常務取締役 事業企画担当 東條 紀子 昭和39年２月28日生

昭和62年４月 ゴールドマン・

サックス証券株式

会社 

平成３年８月 Lehman Brothers

平成６年４月 ジャパンマーケ

ティングデータシ

ステムズ株式会社

ＣＦＯ 

平成８年９月 SITCA Investment 

and Securities 

PCL マネジャー

平成11年９月 マッキンゼー・ア

ンド・カンパニー

日本支社 エン

ゲージメントマネ

ジャー 

平成16年５月 インテル株式会社

平成20年８月 当社常務取締役

（現任） 

（注）
５. 

－ 
平成20年
８月20日

取締役 － 大塚 雄二郎 昭和16年７月27日生

昭和39年３月 大塚製薬工場入社

昭和51年６月 大塚製薬取締役 

昭和53年10月 同社常務取締役

（グループ担当）

昭和61年６月 同社専務取締役 

平成11年１月 同社取締役 

平成20年７月 当社取締役（現

任） 

（代表者である他の法人） 

大塚化学ホールディングス㈱ 

大塚倉庫㈱ 

大塚包装工業㈱ 

（注）
４. 

7 
平成20年
７月８日

取締役 － 小林 幸雄 昭和６年１月26日生

昭和29年１月 大塚製薬工場入社

平成11年１月 大塚製薬代表取締

役社長 

平成12年６月 同社取締役相談役

平成14年６月 同社取締役 

平成20年７月 当社取締役（現

任） 

（注）
４. 

29 
平成20年
７月８日
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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） 

就任年月日

取締役 － 戸部 貞信 昭和16年４月18日生

昭和56年９月 大塚食品㈱入社／

取締役 

昭和62年11月 大塚化学㈱取締役

平成５年７月 大塚食品㈱代表取

締役副社長 

平成14年９月 大塚化学ホール

ディングス㈱取締

役副社長 

平成16年11月 同社代表取締役副

社長 

平成18年５月 同社代表取締役社

長（現任） 

平成20年７月 当社取締役（現

任） 

（代表者である他の法人） 

大塚化学ホールディングス㈱ 

（注）
４. 

9 
平成20年
７月８日

取締役 － 大塚 一郎 昭和40年２月15日生

昭和62年４月 大塚製薬入社 

平成９年６月 同社取締役消費者

製品開発部長 

平成10年６月 同社常務取締役消

費者製品部・宣

伝・販促・開発部

担当 

平成13年６月 同社常務取締役眼

科・皮膚科製品事

業部担当（兼）消

費者商品研究開発

担当 

平成14年６月 同社取締役（兼）

常務執行役員眼

科・皮膚科製品事

業部担当 

平成16年１月 同社取締役 

平成20年７月 当社取締役（現

任） 

（代表者である他の法人） 

㈱大塚製薬工場 

大塚エステート㈲ 

（注）
４. 

123 
平成20年
７月８日
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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） 

就任年月日

取締役 － 勝間 和代 昭和43年12月14日生

平成２年12月 アーサー・アン

ダーセン 

平成６年９月 チェース・マン

ハッタン銀行東京

支店 

平成10年１月 マッキンゼー・ア

ンド・カンパニー

日本支社 シニア

マネジャー 

平成15年９月 ＪＰモルガン証券

㈱ バイスプレジ

デント シニアア

ナリスト 

平成19年１月 ㈱オフィスコスモ

ポリタン 代表取

締役（現任） 

平成19年２月 ㈱監査と分析 代

表取締役（現任）

平成20年８月 当社取締役（現

任） 

（代表者である他の法人） 

㈱オフィスコスモポリタン 

㈱監査と分析 

（注）
５. 

－ 
平成20年
８月20日

常勤監査役 － 加藤 昌彦 昭和14年１月13日生

昭和41年３月 大塚製薬入社 

昭和62年６月 同社専務取締役

（新薬開発担当）

平成11年１月 同社取締役ＰＶ担

当 

平成13年６月 同社常勤監査役

（現任） 

平成20年７月 当社常勤監査役

（現任） 

（注）
６. 

1 
平成20年
７月８日

監査役 － 勝田 泰久 昭和17年２月20日生

平成13年６月 ㈱大和銀行頭取 

平成14年10月 ㈱りそなホール

ディングス社長 

平成16年７月 大塚製薬入社／顧

問 

平成17年６月 船井電機㈱取締役

（現任） 

平成18年６月 大塚製薬監査役

（現任） 

平成20年７月 当社監査役（現

任） 

（注）
６. 

0 
平成20年
７月８日
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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） 

就任年月日

監査役 － 矢作 憲一 昭和17年12月２日生

昭和41年４月 日本アイ・ビー・

エム㈱入社 

平成11年３月 同社常勤監査役 

平成14年６月 ㈱スクウェア・エ

ニックス監査役

（現任） 

平成14年10月 ㈳日本監査役協会

常任理事 

平成15年４月 ニスコム㈱監査役

（現任） 

平成15年10月 ㈲汎総合研究所取

締役会長（現任）

平成16年６月 情報技術開発㈱監

査役（現任） 

平成20年７月 当社監査役（現

任） 

（注）
６. 

0 
平成20年
７月８日

 （注）１．取締役勝間和代は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

２．監査役勝田泰久及び矢作憲一は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

３．代表取締役会長大塚明彦は取締役大塚一郎の父であり、取締役大塚雄二郎の兄であります。 

４．平成20年７月８日より、平成21年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 

５．平成20年８月20日より、平成21年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 

６．平成20年７月８日より、平成24年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 
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