
株式の状況（2010 年 3 月 31 日現在） 大株主（2010 年 3 月 31 日現在）

株価の推移

発行可能株式総数  ……………………… 471,693,000 株

発行済株式の総数  ……………………… 279,020,914 株

株主数  ………………………………………… 59,430 名

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） 14,372 5.18

日本トラスティ ･ サービス信託銀行株式会社（信託口） 14,345 5.17

日本生命保険相互会社 13,669 4.93

有限会社カシオブロス 10,000 3.60

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

株式会社三井住友銀行 6,821 2.46

日本トラスティ ･サービス信託銀行株式会社（信託口9） 5,785 2.09

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 5,696 2.05

株式会社三菱東京 UFJ 銀行 5,097 1.84

樫尾  俊雄 4,862 1.75

（注）出資比率は自己株式（1,590,837 株）を控除して計算しております。

■所有状況

所有者別内訳

金融機関
122,423 千株
43.88%

（株主数 97 名）

百株以上
9,223 千株
3.30%

（株主数 35,282 名）

1 千株以上
34,890 千株
12.51%

（株主数 18,384 名）

1 万株以上
17,798 千株
6.38%

（株主数 782 名）

10 万株以上
44,250 千株
15.86%

（株主数 147 名）

個人・その他
75,103 千株
26.92%

（株主数 58,439 名）

百株未満
213 千株
0.08%

（株主数 4,783 名）

100 万株以上
172,645 千株
61.87%

（株主数 52 名）

外国法人等
41,635 千株
14.92%

（株主数 361 名）
その他の法人
29,196 千株
10.46%

（株主数 470 名）

証券会社
10,662 千株
3.82%

（株主数 63 名）

所有株式数別内訳
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会社概要（2010 年 3 月 31 日現在）

役員（2010 年 6 月 29 日現在）

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）

（※印の取締役は執行役員を兼務しています。）

（※印の監査役は社外監査役です。）

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

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

村上 文庸 専務取締役　コンシューマ事業部長

山本 高稔 常務取締役　経営統轄担当

髙木 明德 常務取締役　財務・IR 担当

中村 寛 常務取締役　営業本部長

樫尾 彰 常務取締役　営業本部　副本部長　兼　システム事業部長

高須 正 取締役　研究開発　兼　知的財産　兼　環境担当

高島 進 取締役　研究開発センター長

武市 浩一 取締役　総務人事統轄部長

増田 裕一 取締役　時計事業部長

本多 健 常勤

梅田 富源 常勤

大德 宏教 公認会計士・税理士

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。

大埜 修 生産資材統轄部長

矢澤 篤志 業務開発部長

樫尾 和宏 経営統轄部長

持永 信之 経営統轄部  経営企画部長   兼   研究開発センター  副センター長

守屋 孝司 営業本部　戦略統轄部長

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

沖室 敏治 営業本部　北米地域統轄担当

外山 秀之 総務人事統轄部　人事部長

泉 徹郎 システム事業部　副事業部長　兼　CXD ネクスト社長

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

中山 仁 QV 事業部長

高野 晋 財務統轄部長

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 2,869 名

■取締役 ■執行役員

■監査役
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