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商号 カシオ計算機株式会社

英文商号 CASIO COMPUTER CO.,LTD.

本社 東京都渋谷区本町一丁目６番２号

 TEL：03-5334-4111（代表）

設立年月日 1957（昭和 32）年６月１日

資本金 48,592,025,877 円

従業員数 3,189 名

発行可能株式総数

発行済株式の総数

株主数

所有者別内訳

個人・その他
67,746 千株
24.28%（株主数55,384名）

外国法人等
54,449 千株
19.51%（株主数354名）

その他の法人
30,022 千株
10.76%（株主数525名）

金融機関
119,142 千株
42.70%（株主数111名）

証券会社
7,660 千株
2.75%（株主数68名）

株式情報

STOCK INFORMATION

会社情報

COMPANY PROFILE

■所有状況

コンシューマ部門…電卓、電子文具、電子辞書、デジタルカメラ、電子楽器

時計部門…デジタルウオッチ、アナログウオッチ、クロック

MNS 部門…携帯電話、ハンディターミナル

情報機器部門…電子レジスター（POS含む）、オフィス・コンピューター、ページプリンタ、データプロジェクター

■エレクトロニクス機器事業

デバイス部門…LCD、BUMP受託加工、TCP組立・テスト受託加工、キャリアテープ

その他部門…ファクトリーオートメーション、金型等

■デバイスその他事業

所有株式数別内訳

百株未満
216 千株 
0.08%（株主数4,683名）

100 万株以上
178,074 千株
63.81%（株主数53名）

百株以上
8,715 千株 
3.13%（株主数34,565名）

１万株以上
16,113 千株
5.78%（株主数638名）

１千株以上
30,720 千株
11.01%（株主数16,361名）

10 万株以上
45,180 千株
16.19%（株主数 142 名）

株式の状況（2008 年９月 30 日現在） 大株主（2008 年９月 30 日現在）

株価の推移

会社概要（2008 年９月 30 日現在） 主要製品（連結）

役員（2008 年９月 30 日現在）

471,693,000 株

279,020,914 株

56,442 名
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株主名 持株数 出資比率
千株 ％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 18,823 6.79

日本生命保険相互会社 13,669 4.93

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 10,287 3.71

有限会社カシオブロス 10,000 3.61

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（住友信託銀行再信託分・株式会社三井住友銀行退職給付信託口）

9,865 3.56

日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社（信託口4G） 8,031 2.90

株式会社三井住友銀行 6,821 2.46

株式会社三菱東京UFJ銀行 5,097 1.84

樫尾  俊雄 4,862 1.75

モルガン　ホワイトフライヤーズ　
エキュイティ　ディリヴェイティヴ 4,438 1.60

（注）出資比率は自己株式（1,635,254株）を控除して計算しております。
取締役を兼務する者以外の執行役員は以下のとおりです。
竹内 榮一 知的財産担当

大野 一郎 デバイス事業部長

増田 裕一 開発本部　時計統轄部長

大埜 修 開発本部　生産資材統轄部長

矢澤 篤志 業務開発部長

中村 寛 営業本部　欧州地域統轄担当

樫尾 和宏 経営統轄部　副統轄部長

持永 信之 研究開発センター　副センター長

大谷 勇治 開発本部　システム統轄部長

島崎 達雄 開発本部　PJ 部長

守屋 孝司 営業本部　海外営業統轄部　副統轄部長

中村 均 営業本部　国内営業統轄部　副統轄部長

樫尾 哲雄 営業本部　CS 統轄部長

寺田 秀昭 営業本部　CS 統轄部　副統轄部長

沖室 敏治 営業本部　北米地域統轄担当

田副 美典 財務統轄部長

外山 秀之 経営統轄部　人事部長

泉 徹郎 経営統轄部　経営企画部長

樫尾 隆司 宣伝部長　兼　カシオコミュニケーションブレインズ　社長

■執行役員

樫尾 俊雄 代表取締役会長

樫尾 和雄 代表取締役社長

樫尾 幸雄 代表取締役副社長

鈴木 洋三 専務取締役　営業本部長

村上 文庸 専務取締役　開発本部長

髙木 明德 常務取締役　財務・IR 担当

樫尾 彰 常務取締役　営業本部　国内営業統轄部長

高島 進 常務取締役　開発本部　QV 統轄部長

高須 正 取締役　研究開発センター長　兼　環境担当

武市 浩一 取締役　経営統轄部長　兼　総務担当

（※印の取締役は執行役員を兼務しています。）

■取締役
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本多 健 常勤

梅田 富源 常勤

大德 宏教 公認会計士・税理士

（※印の監査役は社外監査役です。）
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