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親会社等の中間決算及び特別損失の発生に関するお知らせ 

 

当社の親会社等である株式会社 LDH の平成 21 年 3 月期中間決算（連結及び個別）の内容

が確定いたしましたので、お知らせいたします。 

  

また、株式会社 LDH において、以下のとおり特別損失が発生いたしましたので、併せてお

知らせいたします。 

 ・特別損失の発生及びその内容 

  株式会社 LDH に対して、金融商品取引法違反による株式損害の主張に基づき、日本生命

保険相互会社ほか信託銀行５行より提起されていた民事訴訟について、平成 20年 6月１3

日に賠償を命じる地裁判決が下され、株式会社 LDH は本件判決を不服として平成 20年 6

月 25 日に控訴しておりますが、事実として第一審の判決を受け、本訴訟に対する引当金

として、遅延損害金等を含めた 10,797,817,993 円を訴訟損失引当金繰入額として、特別

損失に計上致しましたので併せてお知らせいたします。 

 
なお本特別損失の発生が、当社の業績に与える影響はありません。 

 

記 

1.開示資料 

・平成 21 年 3 月期中間 財務諸表（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・

フロー計算書、貸借対照表、損益計算書） 

・株式の所有者別状況 

・大株主の状況 

・役員の状況 

 

２.親会社等の概要 

・親会社等の名称    株式会社 LDH 

・所在地        東京都港区赤坂二丁目 17 番 22 号 

・事業の内容      持株会社 

・当社との関係     議決権被保有割合  48.25％（平成 19 年 11 月 30 日現在）  

以上 
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【株式会社 LDH 第 14 期中間決算情報】 

 

１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 
 ①【中間連結貸借対照表】  

     （単位：千円） 

      前連結会計年度の  

    
 当中間連結会計期間末  

 要約連結貸借対照表  

      (平成 20 年９月 30 日)   (平成 20 年３月 31 日)  

 資産の部      
  流動資産    
     現金及び預金  145,847,892 63,934,481 

   受取手形及び売掛金  6,203,416 7,839,470 

     有価証券  893 91,778,574 

   たな卸資産  7,619,779 8,032,459 

     その他  19,827,458 7,678,825 

   貸倒引当金  △ 299,104 △ 573,247 

     流動資産合計  179,200,334 178,690,564 

  固定資産    
     有形固定資産      

    建物及び構築物（純額）  7,917,443 8,035,710 

       その他（純額）  7,144,245 7,025,007 

    有形固定資産合計  15,061,689 15,060,717 

     無形固定資産  1,974,279 953,263 

   投資その他の資産    

       長期貸付金   －  23,957,207 

    長期預け金  10,802,511  －  

       その他  6,557,695 3,098,054 

    貸倒引当金   △336,086   △55,245  

       投資その他の資産合計  17,024,119 27,000,015 

   固定資産合計  34,060,088 43,013,996 

   繰延資産  189 304 

  資産合計  213,260,612 221,704,865 

 負債の部      
  流動負債    
     支払手形及び買掛金  6,084,973 7,640,182 

   短期借入金  1,500,000 5,000,000 

     1 年内返済予定の長期借入金  3,000,000 1,000,000 

   リース債務  239,058 149,011 

     未払法人税等  483,771 1,559,854 

   賞与引当金  531,065 517,891 

     返品調整引当金  64,885 100,178 

   ポイント引当金  1,041,467 762,922 

     その他  9,625,915 10,604,632 

   流動負債合計  22,571,137 27,334,672 
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     （単位：千円） 

       前連結会計年度の  

    
 当中間連結会計期間末  

 要約連結貸借対照表  

       (平成 20 年９月 30 日)   (平成 20 年３月 31 日)  

   固定負債      

   社債  1,160,000  －  

     長期借入金   －  2,500,000 

   リース債務  485,282 190,808 

     退職給付引当金  2,927,185 2,780,791 

   役員退職慰労引当金  1,270 1,270 

     利息返還損失引当金  79,593 63,417 

   訴訟損失引当金  10,797,817  －  

     その他  488,052 747,722 

   固定負債合計  15,939,202 6,284,009 

   負債合計  38,510,340 33,618,682 

 純資産の部    

   株主資本      

   資本金  86,291,382 86,291,382 

     資本剰余金  90,465,857 90,465,857 

   利益剰余金   △7,807,924  5,040,920 

     自己株式   △276,142   △1,308  

   株主資本合計  168,673,173 181,796,851 

   評価・換算差額等      

   その他有価証券評価差額金   △645   －  

     繰延ヘッジ損益   △27,352   △155,274  

   為替換算調整勘定  3,918 43,537 

     評価・換算差額等合計   △24,079   △111,737  

  新株予約権  20,603 5,922 

   少数株主持分  6,080,574 6,395,146 

  純資産合計  174,750,272 188,086,183 

 負債純資産合計  213,260,612 221,704,865 
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②【中間連結損益計算書】  

   （単位：千円） 

 前連結会計年度の  
 当中間連結会計期間  

 要約連結損益計算書  

 (自 平成 20 年４月１日   (自 平成 19 年 10 月１日  
   

  至 平成 20 年９月 30 日)    至 平成 20 年３月 31 日)  

 売上高  35,281,087 42,119,817 

 売上原価  16,453,524 20,221,562 

 売上総利益  18,827,562 21,898,255 

 販売費及び一般管理費  20,263,032 23,120,273 

 営業損失（△）  △ 1,435,470 △ 1,222,018 

 営業外収益    

   受取利息  593,076 660,482 

  受取配当金  178 15,667 

   その他  210,454 246,614 

  営業外収益合計  803,708 922,764 

 営業外費用      

  支払利息  140,384 143,491 

   支払手数料  31,832 77,932 

  持分法による投資損失  28,295 60,690 

   控除対象外消費税額等  65,627 51,381 

  その他  79,515 25,091 

   営業外費用合計  345,656 358,586 

 経常損失（△）  △ 977,417  △657,840  

 特別利益      

  前期損益修正益  5,306 2,552 

   固定資産売却益  1,637 653 

  投資有価証券売却益   －  504,149 

   関係会社株式売却益  547,067 408,698 

  持分変動利益   －  161,473 

   その他  14,814 1,714 

  特別利益合計  568,825 1,079,241 

 特別損失      

  前期損益修正損   －  1,709 

   固定資産売却損  172 3,566,515 

  減損損失   －  2,030,101 

   のれん減損損失   －  157,711 

  訴訟損失引当金繰入額  10,797,817  －  

   その他  1,826,094 1,039,366 

  特別損失合計  12,624,085 6,795,405 

 税金等調整前中間純損失（△）  △ 13,032,677  △6,374,004  

 法人税、住民税及び事業税  224,493 160,065 

 過年度法人税等  53,321 1,265,651 

 法人税等調整額  124,487 2,812 

 法人税等合計  402,302 1,428,529 

 少数株主損失（△）  △ 586,135  △2,416,169  

 中間純損失（△）  △ 12,848,845  △5,386,365  
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③【中間連結キャッシュ・フロー計算書】  

   （単位：千円） 

 前連結会計年度の要約連結  
 当中間連結会計期間  

 キャッシュ・フロー計算書  

 (自 平成 20 年４月１日   (自 平成 19 年 10 月１日  
   

  至 平成 20 年９月 30 日)    至 平成 20 年３月 31 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損失（△）   △13,032,677   △6,374,004  

   減価償却費及びその他の償却費  604,380 565,663 

  のれん償却額  60,474 21,151 

   貸倒引当金の増減額（△は減少）  20,331 90,147 

  賞与引当金の増減額（△は減少）  12,252  △3,984  

   返品調整引当金の増減額（△は減少）   △35,292  8,149 

  退職給付引当金の増減額（△は減少）  146,394  △62,165  

   ポイント引当金の増減額（△は減少）  273,837 132,175 

  訴訟損失引当金の増減額（△は減少）  10,797,817  －  

   繰延資産償却額   －  6,221 

  固定資産売却損益（△は益）   △1,464  3,565,862 

   減損損失   －  2,030,101 

  のれん減損損失   －  157,711 

   受取利息及び受取配当金   △593,254   △676,150  

  支払利息  140,384 143,491 

   持分法による投資損益（△は益）  28,295 60,690 

  投資有価証券売却損益（△は益）   －   △504,149  

   投資有価証券評価損益（△は益）  100,751  －  

  関係会社株式売却損益（△は益）   △547,067   △408,698  

   売上債権の増減額（△は増加）  1,411,678  △1,171,322  

  たな卸資産の増減額（△は増加）  496,855 108,915 

   未収入金の増減額（△は増加）  926,330  －  

  仕入債務の増減額（△は減少）   △1,614,353  3,386,011 

   その他  139,045  △1,454,184  

  小計   △665,279   △378,367  

   利息及び配当金の受取額  486,965 477,055 

  利息の支払額   △165,187   △111,267  

   法人税等の支払額   △244,096   △8,497,617  

  法人税等の還付額   －  993,592 

   過年度法人税等の支払額   △1,265,651   －  

  その他の支出   △10,768,702   －  

   営業活動によるキャッシュ・フロー   △12,621,952   △7,516,604  
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   （単位：千円） 

 前連結会計年度の要約連結  
 当中間連結会計期間  

 キャッシュ・フロー計算書  

 (自 平成 20 年４月１日   (自 平成 19 年 10 月１日  
   

  至 平成 20 年９月 30 日)    至 平成 20 年３月 31 日)  

 投資活動によるキャッシュ・フロー      

  定期預金の増減額（△は増加）   △84,200,000   △12,680,500  

  有価証券の取得による支出   －   △152,500,000  

  有価証券の売却による収入  91,001,506 93,000,000 

  有形固定資産の取得による支出   △185,737   △191,675  

  有形固定資産の売却による収入  130,705 1,451,353 

  無形固定資産の取得による支出   △117,414   △109,611  

  投資有価証券の取得による支出   －   △5,000  

  投資有価証券の売却による収入   －  2,239,051 

  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出   △918,440   －  

  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入  470,971 485,009 

  貸付けによる支出   △52,500   △65,000  

  貸付金の回収による収入  8,095,430 456,498 

  投融資の回収による収入  1,665,000  －  

  その他   △2,990,106   △106,710  

  投資活動によるキャッシュ・フロー  12,899,415  △68,026,583  

 財務活動によるキャッシュ・フロー      

  長期借入れによる収入   －  4,000,000 

  長期借入金の返済による支出   △500,000   △517,837  

  社債の発行による収入  972,431  －  

  社債の償還による支出   △20,000   △50,000  

  短期借入れによる収入  1,500,000 2,000,000 

  短期借入金の返済による支出   △5,000,000   △4,003,000  

  自己株式の取得による支出   △219,981   －  

  少数株主からの払込みによる収入   －  55,558 

  リース債務の返済による支出   △74,186   －  

  その他   －  5,010 

  財務活動によるキャッシュ・フロー   △3,341,735  1,489,731 

 現金及び現金同等物に係る換算差額  △ 31  △3,978  

 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △ 3,064,303  △74,057,435  

 現金及び現金同等物の期首残高  15,031,695 89,089,131 

 現金及び現金同等物の中間期末残高  11,967,392     15,031,695  
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(2) 【中間財務諸表】 
 ①【中間貸借対照表】  

      （単位：千円） 

 前事業年度の  
 当中間会計期間末  

 要約貸借対照表        

 (平成 20 年９月 30 日)   (平成 20 年３月 31 日)  

 資産の部      
  流動資産    
     現金及び預金  136,288,671 51,406,281 

   売掛金  38,260 42,248 

     有価証券  893 91,000,860 

   短期貸付金  9,115,144 - 

     その他  5,505,798 1,456,572 

   貸倒引当金  △ 161,683 △ 167,088 

     流動資産合計  150,787,084 143,738,874 

  固定資産    

     有形固定資産  91,188 105,266 

   無形固定資産  42,427 46,440 

     投資その他の資産    

    長期貸付金  - 23,800,000 

       長期預け金  10,768,702 - 

    その他  15,699,564 13,422,622 

       貸倒引当金  △ 1,602,942 △ 1,580,634 

    投資その他の資産合計  24,865,324 35,641,987 

     固定資産合計  24,998,939 35,793,694 

  資産合計  175,786,024 179,532,569 

 負債の部    

  流動負債    

     未払法人税等  144,605 1,395,847 

   賞与引当金  14,489 15,272 

     その他  1,117,370 881,730 

   流動負債合計  1,276,464 2,292,851 

   固定負債    

   訴訟損失引当金  10,797,817 - 

     その他  480,490 744,784 

   固定負債合計  11,278,307 744,784 

   負債合計  12,554,772 3,037,635 

 純資産の部    

   株主資本    

   資本金  86,291,382 86,291,382 

     資本剰余金    

    資本準備金  87,138,881 87,138,881 

       その他資本剰余金  3,326,975 3,326,975 

    資本剰余金合計  90,465,857 90,465,857 

     利益剰余金    

    その他利益剰余金    

         繰越利益剰余金  △ 13,249,846 △ 260,997 

    利益剰余金合計  △ 13,249,846 △ 260,997 

     自己株式  △ 276,142 △ 1,308 

   株主資本合計  163,231,251 176,494,933 

   純資産合計  163,231,251 176,494,933 

 負債純資産合計  175,786,024 179,532,569 
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②【中間損益計算書】  

  （単位：千円） 

 前事業年度の  
 当中間会計期間  

 要約損益計算書  

 (自 平成 20 年４月１日   (自 平成 19 年 10 月１日  
  

  至 平成 20 年９月 30 日)    至 平成 20 年３月 31 日)  

 売上高  141,471 218,908 

 売上原価  31,739 21,849 

 売上総利益  109,732 197,059 

 販売費及び一般管理費  1,036,211 1,141,161 

 営業損失（△）   △926,479   △944,101  

 営業外収益  618,822 653,136 

 営業外費用  97,521 149,404 

 経常損失（△）   △405,178   △440,369  

 特別利益  558,032 385,762 

 特別損失  13,135,491 5,620,060 

 税引前中間純損失（△）   △12,982,637   △5,674,667  

 法人税、住民税及び事業税  605 605 

 過年度法人税等  5,607 1,265,651 

 法人税等合計  6,212 1,266,256 

 中間純損失（△）   △12,988,849   △6,940,924  
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２ 【株式の所有者別状況】 
平成 20 年９月 30 日現在 

株式の状況 

政府及び 

地方公共 
外国法人等 区分 

団体 

金融機関 
金融商品 

取引業者 

その他の 

法人 
個人以外 個人 

個人 

その他 
計 

単元未満株

式の状況

(株) 

株主数(人) ─ 1 6 449 86 120 79,154 79,816 ─ 

所有株式数(株) ─ 406 834,971 3,153,676 3,220,706 10,202 3,274,719 10,494,680 ─ 

所有株式数 

の割合(％) 
─ 0.00  7.96 30.05 30.69 0.10  31.20  100 ─ 

※上記「個人その他」の欄には、当社所有の自己株式 20,247 株が含まれております。 

  「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の失念株式等 15,718 株が含まれております。 

 

 

３ 【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 

(株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

株式会社ハイブリッド・キャピタル・セカンド 

代表取締役 大鋸 拓海 

東京都千代田区神田錦町１丁目19－１ 

神田橋パークビルヂング７Ｆ 
1,888,616 18.00 

堀江 貴文 東京都港区 1,810,310 17.25 

クレディスイスセキュリティーズヨーロッパリ

ミテッドチェストナットファンドリミテッド 
東京都品川区東品川２丁目３－14 1,209,165 11.52 

ステートストリートバンクアンドトラストカン

パニー505420 

常任代理人 株式会社みずほコーポレート 

銀行兜町証券決済業務室 

東京都中央区日本橋兜町６番７号 952,298 9.07 

ゴールドマンサックスインターナショナル 

常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会

社 

東京都港区六本木６丁目10番１号 

六本木ヒルズ森タワー 
882,493 8.41 

ガンダーラマスターファンドリミテッド 

常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会

社 

東京都港区六本木６丁目10番１号 

六本木ヒルズ森タワー 
866,842 8.26 

ドイツ証券株式会社 

代表取締役 ヘンリー・リショット 

東京都千代田区永田町２丁目11番１号 

山王パークタワー 
807,684 7.70 

モルガンスタンレーアンドカンパニーインク３ 

常任代理人 モルガン・スタンレー証券株式会社 

東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３号 

恵比寿ガーデンプレイスタワー 
122,109 1.16 

ステートストリートバンクアンドトラストカン

パニー 

常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行

兜町証券決済業務室 

東京都中央区日本橋兜町６番７号 64,000 0.61 

ステートストリートバンクアンドトラストカン

パニー505025 

常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行

兜町証券決済業務室 

東京都中央区日本橋兜町６番７号 41,250 0.39 

計 ― 8,644,767 82.37 

(注)  前事業年度末現在主要株主であったドイチェバンクアーゲーロンドンピービーディーケーアールサウンド

ショアフィッシャー658 常任代理人ドイツ証券株式会社は、当中間会計期間末では主要株主ではなくなり、

クレディスイスセキュリティーズヨーロッパリミテッドチェストナットファンドリミテッドが新たに主要

株主となりました。 
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４【役員の状況】 

平成 20 年９月 30 日現在 
所有株式数 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
(株) 

平成 10 年 東京大学法学部卒業 

平成 10 年 経済産業省 

平成 15 年 コロンビア大学ロースクール（LL.M.） 

平成 16 年 
㈱産業再生機構プロフェッショナルオフィス（経

産省からの出向） 

平成 18 年 
アリックスパートナーズ・アジア LLC バイス・

プレジデント 

平成 19 年 12 月 ㈱ライブドア社外取締役就任（現任） 

 当社代表取締役社長就任（現任） 

代表取締役社長 ― 石 坂 弘 紀 昭和 48 年 9 月 10 日 

平成 20 年３月 ㈱セシール社外取締役就任 

(注)2  0 

昭和 46 年 外務省入省 

昭和 53 年 外務省北米第一課長補佐 

昭和 56 年 米国アーノルド・ポーター法律事務所弁護士 

昭和 63 年 蒲野綜合法律事務所代表弁護士（現任） 

平成５年 ㈱かずさクリーンシステム監査役（現任） 

平成 11 年 山一證券㈱破産管財人代理 

平成 12 年 環太平洋法曹協会(IPBA)日本選出理事 

平成 14 年 住倉工業㈱破産管財人 

平成 18 年 12 月 当社取締役就任（現任） 

平成 19 年 ㈱小松製作所監査役（現任) 

社外取締役 ― 蒲 野 宏 之 昭和 20 年 7 月 21 日 

平成 19 年 住友生命保険（相）取締役（現任） 

(注)2  0 

昭和 51 年 東京大学法学部公法学科卒業自治省入省 

昭和 55 年 司法研修所入所（34 期） 

昭和 57 年 弁護士登録（東京弁護士会) 

 渡部喜十郎法律事務所入所 

平成 12 年 塩川法律事務所開設 

平成 12 年 ㈱ライフ更生管財人代理 

平成 13 年 大成火災海上保険㈱更生管財人代理 

平成 14 年 ルネス総合法律事務所開設 

平成 14 年 ㈱整理回収機構企業再生検討委員会委員 

平成 16 年 大成再保険(株)代表取締役副社長（現任） 

平成 17 年 東京弁護士会副会長 

 関東弁護士会連合会常務理事 

平成 19 年 12 月 当社取締役就任（現任） 

社外取締役 ― 塩 川 治 郎 昭和 27 年 7 月 28 日 

平成 20 年 6 月 五菱会ヤミ金融事件被害回復事務管理人 

(注)2 0 

昭和 63 年 ハーバード大学卒業(A.B. In Government) 

平成４年 フレッチャー法律外交大学院卒業(M.A.L.D.) 

平成７年 ハーバード大学ロースクール卒業（J.D.） 

昭和 61 年 神戸製鋼産業機械事業部機械部門（インターン） 

昭和 63 年 国会議員浜田卓二郎政策秘書 

平成７年 ヘイル＆ドール（アソシエイト） 

平成９年 グリーンバーグ・トローリッグ（アソシエイト） 

平成 11 年 コヴィングトン＆バーリング（アソシエイト） 

平成 16 年 
ポリゴン・インベストメント・パートナーズLLP、
ゼネラルカウンセル（現任） 

社外取締役 ― ショーン・コーテ 昭和 40 年 11 月 24 日 

平成 19 年 12 月 当社取締役就任（現任） 

(注)2 0 
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所有株式数 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
(株) 

昭和 39 年 コネチカット大学卒業(B.A.) 

昭和 42 年 コネチカット大学ロースクール卒業(J.D.) 

昭和 48 年 ヘブ&ギトリン PC 社長 

昭和 62 年 アメリカ倒産協会会長 

平成３年 倒産実務家国際協会(INSOL)会長 

平成 11 年 
ビンガム・デーナ LLP(現 ビンガム・マカッチ

ェン LLP)パートナー 

平成 14 年 ギトリン・アンド・カンパニーLLC 会長（現任） 

平成 17 年 
株式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパン 取締

役（現任） 

平成 17 年 
ゼンシン・キャピタル・パートナーズ 会長（現

任） 

平成 19 年 
ルクソール・キャピタル・グループ及びザ・ボー

ポストグループに対するコンサルタント（現任） 

社外取締役 ― 
リチャード ・A 

・ ギトリン 
昭和 17 年 5 月 26 日 

平成 19 年 12 月 当社取締役就任（現任） 

(注)2 0 

昭和 53 年 早稲田大学理工学部工業経営学科卒業 

昭和 54 年 
スタンフォード大学大学院卒業 経営科学修士

(M.S.) 

昭和 54 年 マッキンゼー・アンド・カンパニー 

昭和 58 年 
スタンフォード大学大学院卒業 経済工学修士

研究助手 

昭和 58 年 日本アイ・ビー・エム㈱ 

平成 14 年 ウルシステムズ㈱ 高執行責任者 COO 

平成 15 年 

フューチャーシステムコンサルティング㈱（現フ

ューチャーアーキテクト㈱））取締役常務執行役

員 

平成 17 年 ㈱フォーバル 取締役副社長 CFO 兼 CSO 

平成 17 年 ㈱フォーバライブ代表取締役会長兼社長 CEO 

平成 18 年 
早稲田大学ビジネススクール経営大学院客員教

授（MBO コース担当） 

米国 Och-Ziff Capital 
平成 19 年 

Management 顧問（現任） 

平成 19 年 ㈱アンバランス代表取締役会長兼 CEO 

平成 19 年 米国 Olympus Capital 顧問（現任） 

平成 19 年 12 月 当社取締役就任（現任） 

平成 20 年 ㈱アンバランス取締役（現任） 

社外取締役 ― 伊 藤 秀 俊 昭和 31 年 2 月 5 日 

平成 20 年 
㈱ソーホーズ・ホスピタリティ・グループ取締役

会長（現任） 

(注)2 0 

昭和 45 年 国際電信電話㈱(現 KDDI㈱)入社 

監査法人朝日新和会計社 
昭和 61 年 

(現あずさ監査法人)入社 

昭和 63 年 公認会計士登録 

平成４年 公認会計士湯本会計事務所開業 

平成 18 年６月 当社監査役就任（現任） 

平成 19 年４月 ㈱ライブドア社外監査役就任（現任） 

常勤監査役 ― 湯 本 博 昭和 26 年 4 月 30 日 

平成 20 年３月 ㈱セシール社外監査役就任（現任） 

(注)3 0 
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所有株式数 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
(株) 

昭和 42 年 学習院大学法学部法律学科卒 

昭和 42 年 長銀不動産㈱（日本ランディック㈱の前身）入社 

平成９年 同社取締役就任 

平成 11 年 同社清算人・清算推進室長 

平成 15 年 日本ランディック㈱会社清算結了により退社 

平成 15 年 ㈱新潟鐵工所管財人室長就任 

常勤監査役 ― 佐 藤 正 道 昭和 18 年 9 月 8 日 

平成 20 年６月 当社監査役就任（現任） 

(注)3 0 

平成２年 朝日新和会計社(現あずさ監査法人)入社 

平成６年 公認会計士登録 

平成 13 年 公認会計士増田会計事務所 開設 

平成 18 年４月 ㈱エプコ社外監査役就任（現任） 

平成 18 年６月 当社監査役就任（現任） 

平成 18 年 12 月 ㈱オークセール社外監査役就任（現任） 

平成 19 年４月 
㈱ユニファイド・キャピタル・ジャパン社外監査

役（現任） 

社外監査役 ― 増 田 光 利 昭和 43 年 3 月 27 日 

平成 19 年 12 月 ㈱えいえん堂設立 代表取締役 

(注)4 0 

昭和 54 年 弁護士登録 

平成 12 年 東京弁護士会倒産法部長 

平成 14 年 東京弁護士会倒産法改正対策協議会副議長 

平成 18 年 ㈱ライブドア（現㈱LDH）一時取締役 

平成 19 年４月 ㈱ライブドア社外監査役就任（現任） 

監査役 ― 腰 塚 和 男 昭和 21 年 12 月 2 日 

平成 19 年 12 月 当社監査役就任（現任） 

(注)5 0 

              計 0 

(注)1.監査役湯本博、佐藤正道及び増田光利は、会社法第 2 条第 16 号における社外監査役の要件を満たしており

ます。 

  2.取締役の任期は、平成 20 年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成 21 年３月期に係る定時株主総会の

終結の時までであります。 

  3.監査役の任期は、平成 20 年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成 24 年３月期に係る定時株主総会の

終結の時までであります。 

  4.監査役の任期は、平成 18 年６月の臨時株主総会終結の時から平成 22 年３月期に係る定時株主総会の終結の

時までであります。 

  5.監査役の任期は、平成 19 年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成 23 年３月期に係る定時株主総会の

終結の時までであります。 

 

 

 




