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平成 22年６月 24日 

各 位 

会社名  株式会社 

代表者名  代表取締役社長 五十嵐 泰彦 

（コード番号９７４２ 東証第１部） 

問合せ先  総務本部 企画部長  永田 邦雄 

電話番号  ０ ４ ５ － ９ １ ２ － ５ ５ ０ ０ 

 

 

親会社等の決算に関するお知らせ 

当社の親会社等である日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社の平成 22 年３月期決算が

確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 
１．親会社等の概要 

（１）親会社等の名称    日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 

（２）本店所在地      東京都品川区東品川四丁目 12番７号 

（３）代表者の職名・氏名  代表取締役 取締役社長 諸島 伸治 

（４）主な事業内容     コンピュータソフトウェアの開発及び販売並びに情報処理機器の

販売 

（５）資 本 金      34,182百万円 

（６）設立年月日      昭和 45年９月 21日 

（７）当社議決権所有割合  26.05％ 

 

 

以下、役員の状況欄においては、日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社を「当社」として

記載しております。 
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２．親会社等の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況 

 

（１）株式の所有者別状況 

（平成22年３月31日現在） 

区分 

株式の状況（１単元の株式数 1株） 単元未

満株式

の状況 

（株） 

政府及び

地方公共

団体 

金融機関 
金融商品

取引業者 

その他の

法人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数

（人） 
－ － － 1 － － － 1 － 

所有株式数

（単元） 
－ － － 28 － － － 28 － 

所有株式数

の割合（％） 
－ － － 100.00 － － － 100.00 － 

 

 

（２）大株主の状況 

（平成22年３月31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（％） 

株式会社日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 28 100.00 

計 － 28 100.00 
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（３）役員の状況 

    （平成22年６月24日現在） 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 

所有 

株式数

（株） 

取締役会長  小野 功 昭和19年５月23日 

昭和43年４月 株式会社日立製作所入社 

平成11年６月 同社理事 

平成13年６月 同社上席常務システムソリュー

ショングループ長＆ＣＥＯ 

平成14年４月 同社上席常務情報事業統括本部

長兼情報・通信グループ長＆Ｃ

ＥＯ 

平成14年６月 同社専務取締役情報事業統括本

部長兼情報・通信グループ長＆

ＣＥＯ 

平成14年６月 当社取締役 

平成15年６月 株式会社日立製作所執行役専務

情報事業統括本部長 

平成16年４月 同社代表執行役・執行役副社長 

平成18年４月 同社特命顧問 

平成18年６月 当社代表執行役・執行役社長兼

取締役 

平成22年４月 取締役会長（現在） 

（注）３ ─ 

代表取締役 

取締役社長 

社長執行役員 

統括 諸島 伸治 昭和23年２月20日 

昭和46年４月 株式会社日立製作所入社 

平成13年４月 同社システムソリューショング

ループ金融システム事業部長 

平成15年４月 同社情報・通信グループＣＯＯ 

平成15年６月 同社理事情報・通信グループＣ

ＯＯ 

平成16年４月 当社執行役常務 

平成19年４月 執行役専務 

平成22年４月 代表取締役 取締役社長（現在） 

（注）３ ─ 

取締役 

専務執行役員 

ＣＳＲ 

本部長 
永野 顕隆 昭和23年６月１日 

昭和46年４月 株式会社日立製作所入社 

平成６年２月 同社リビング機器事業部冷熱本

部総務部長 

平成９年６月 同社汎用コンピュータ事業部総

務部長 

平成11年６月 当社人材開発本部人事部長 

平成14年６月 人材開発本部長 

平成15年６月 執行役 

平成17年４月 執行役常務 

平成22年４月 取締役（現在） 

（注）３ ─ 

取締役 

専務執行役員 

財務本部長 

監査室長 
清水 徹 昭和23年６月15日 

昭和47年４月 株式会社日立製作所入社 

平成７年６月 同社電子デバイス事業部経理部

長 

平成13年４月 日立アジアＬＴＤ出向 

平成15年４月 同社電力・電機グループ財務本

部長 

平成17年４月 当社執行役 

平成19年４月 執行役常務 

平成22年４月 取締役（現在） 

（注）３ ─ 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 

所有 

株式数

（株） 

取締役 

専務執行役員 

サービス

事業統括

本部 統

括本部長 

佐藤 純一郎 昭和23年10月29日 

昭和48年４月 当社入社 

平成７年５月 システム事業部金融システム本

部第２銀行システム部長 

平成16年６月 理事 

平成16年10月 理事金融システム事業部副事業

部長 

平成17年４月 執行役 

平成21年４月 執行役常務 

平成22年４月 取締役（現在） 

（注）３ ─ 

取締役 

 

寺澤 正雄 昭和15年８月28日 

昭和39年４月 横河・ヒューレット・パッカー

ド株式会社（現在日本ヒューレ

ット・パッカード株式会社）入

社 

昭和63年１月 同社取締役 

平成６年１月 同社常務取締役 

平成９年１月 同社代表取締役専務 

平成10年11月 同社代表取締役社長 

平成14年11月 同社代表取締役会長 

平成17年６月 当社取締役（現在） 

平成18年12月 アルバネットワークス株式会社

取締役 

平成19年１月 同社代表取締役（現在） 

平成19年８月 日本オラクル株式会社取締役

（現在） 

（注）３ ─ 

取締役 

 

小菅 稔 昭和33年２月13日 

昭和55年４月 株式会社日立製作所入社 

平成12年１月 同社情報コンピュータグループ

ＳＡＮソリューション事業部ス

トレージソリューション本部ア

ライアンス部長 

平成14年４月 同社情報･通信グループＲＡＩ

Ｄシステム事業部開発本部長 

平成15年４月 同社情報･通信グループＲＡＩ

Ｄシステム事業部長 

平成17年10月 日立データシステムズＣＯＲ

Ｐ．出向 

平成21年４月 日立インフォメーションアンド

テレコミュニケーションシステ

ムズグローバル出向 

平成22年４月 株式会社日立製作所情報・通信

システム社プラットフォーム部

門ＣＯＯ（現在） 

当社取締役（現在） 

（注）３ ─ 



 5 

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 

所有 

株式数

（株） 

取締役 

 

中里 良一 昭和29年８月19日 

昭和52年４月 株式会社日立製作所入社 

平成９年２月 同社情報システム事業部金融シ

ステム本部金融第一システム部

長 

平成12年８月 同社金融･流通システムグルー

プ金融システム事業部金融第一

システム本部副本部長 

平成13年４月 同社システムソリューショング

ループ金融システム事業部金融

第一システム本部長 

平成15年４月 同社情報･通信グループ金融第

一事業部長 

平成21年10月 同社情報･通信システム社情報･

通信グループ金融システム事業

部長  

平成22年４月 同社情報・通信システム社シス

テムソリューション部門ＣＯＯ

（現在） 

当社取締役（現在） 

（注）３ ─ 

常勤監査役  赤星 良治 昭和23年１月31日 

昭和45年４月 株式会社日立製作所入社 

平成３年８月 同社中条工場総務部長 

平成10年２月 株式会社日立総合経営研修所副

所長 

平成11年６月 株式会社日立ホームテック取締

役 

平成13年３月 習和産業株式会社取締役 

平成13年５月 同社取締役社長 

平成17年６月 株式会社日京クリエイト取締役

社長 

平成20年６月 当社取締役 

平成22年４月 監査役（現在） 

（注）４ ─ 

監査役  池田 信夫 昭和29年５月14日 

昭和52年４月 株式会社日立製作所入社 

平成12年１月 同社金融･流通システムグルー

プ金融システム事業部経理部長 

平成17年４月 同社情報･通信グループ財務本

部担当本部長 

平成20年４月 同社情報･通信グループ財務本

部長   

平成21年10月 同社情報･通信システム社情報･

通信グループ財務本部長 

平成22年４月 同社情報･通信システム社財務

本部長（現在） 

当社監査役（現在） 

（注）４ ─ 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 

所有 

株式数

（株） 

監査役  竹田 克裕 昭和32年９月10日 

昭和55年４月 株式会社日立製作所入社 

平成15年４月 同社研究開発本部管理統括セン

タ長 

平成19年２月 同社情報･通信グループ人事総

務本部長 

平成21年10月 同社情報･通信システム社情報･

通信グループ人事総務本部長 

平成22年４月 同社情報･通信システム社人事

総務本部長（現在） 

当社監査役（現在） 

（注）４ ─ 

計  ─ 

 

（注）１．寺澤正雄、小菅稔、中里良一の３氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。 

２．池田信夫、竹田克裕の両氏は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であります。 

３．取締役の任期は、平成22年６月24日開催の定時株主総会の選任後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会

の終結の時までであります。 

４．監査役の任期は、平成22年３月31日開催の臨時株主総会の選任後４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会

の終結の時までであります 

５．当社では、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名及び氏名は以下のとおりであり

ます。 

   常務執行役員 前澤 裕行 情報管理対策本部長 

   常務執行役員 城  利一 営業統括本部 統括本部長 

   執行役員   森  悦郎 プロジェクトマネジメント統括本部長、商品技術本部長 

   執行役員   山崎 英二 開発事業部長 

   執行役員   栗原 勘仁 公共社会システム事業部長 

   執行役員   秋山 恵穂 産業・通信システム事業部長 

   執行役員   石川  浩 人事総務本部長 

   執行役員   久慈 正一 国際推進本部長、衛星画像本部長 

 



３．親会社等の財務諸表
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