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株主の皆様へ

　株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し
あげます。
　当社第102回定時株主総会を左記のとおり開催いたします 
ので、ご出席くださいますようご案内申しあげます。
　2018年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）は、

「人に近づく」をテーマに据えた2020年度までの３ヵ年にわたる
中期経営計画の初年度にあたりますが、経営数値目標として 
掲げた、営業キャッシュフロー３年間累計額２兆円以上の創出、
及び連結株主資本利益率（ROE）10%以上の継続に向けた様々
な施策を着実に実行した結果、連結売上高・利益ともに前年度を
上回る結果となりました。
　なお、2018年度の期末配当金につきましては、前年度の期末 
配当金15円に対し、５円増配の１株につき20円とさせていただき 
ました。2018年12月に１株につき15円の中間配当金をお支払い
しておりますので、年間配当金は35円（前年度は１株につき 
27円50銭）となります。
　今後につきましては、より「人に近づく」ことで感動を生み出し、
新しい価値創造と高い収益を創出できる企業となるよう、 
経営陣・社員ともに緊張感を保ちながら、引き続き全力で経営に
取り組んでまいります。
　株主の皆様におかれましては、
引き続きご支援を賜りますよう 
お願い申しあげます。

2019年５月28日

ソニー株式会社
取締役 兼 代表執行役
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第102回定時株主総会招集ご通知
日 時

スマートフォンやタブレット端末
から左記のQRコードを読み
取るとGoogleマップにアクセス
いただけます。

2019年６月18日（火曜日）午前10時
場 所 東京都港区高輪３丁目13番１号

グランドプリンスホテル新高輪
「国際館パミール」

▲ 97頁の株主総会会場ご案内図をご参照ください。

目的事項
報告事項
2018年度（2018年４月１日から2019年３月31日
まで）事業報告、計算書類、連結計算書類ならびに
会計監査人及び監査委員会の連結計算書類 
監査結果報告の件
決議事項
第１号議案　取締役13名選任の件
第２号議案　ストック・オプション付与を目的

として新株予約権を発行する件

インターネット開示・修正に関する事項
（１）  株主総会参考書類ならびに招集通知に添付すべき

事業報告、連結計算書類、計算書類及び監査報告は、
９頁から96頁までに記載のとおりです。
 ただし、目次に記載の「インターネット開示情報」に 
つきましては、法令及び定款第14条の規定にもとづき、
当社ウェブサイト（https://www.sony.co.jp/IR/）
に掲載していますので、本招集ご通知には記載して 
おりません。

（２）  株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び 
計算書類に修正すべき事項が生じた場合は、上記の
当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

株主総会当日の式次第

▲  

当日ご出席の株主の皆様へのお願い

●   同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
なお、お子様、ご同伴の方など、当社の株主様以外の方はご入場
いただけませんので、ご注意ください。

●   車椅子を利用される方、又は情報保障を希望される方は、準備の
都合上、2019年６月11日（火曜日）までに97頁の「株主総会に 
関するお問い合わせ先」までご連絡ください。

●   例年開会時刻間際には受付が大変混雑いたしますので、お早めに
ご来場ください。

●   資源節約のため、本招集ご通知をご持参ください。
● 会場内では照明・空調設定温度の調整などの節電対策を実施 

する予定ですので、あらかじめご了承いただくとともに、軽装にて
お越しください。

当日ご出席願えない場合

 
 議決権行使の方法につきましては、３頁の「議決権行使のご案内」を

ご参照ください。

同封の議決権行使書の郵送又はインターネット等によって議決権
を行使することができますので、後記の株主総会参考書類を 
ご検討いただき、2019年６月17日（月曜日）午後５時30分まで
に議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

1 21 2



POST

議決権行使のご案内

当日ご出席いただけない株主の皆様は、郵送又はインターネットに
よる議決権行使を通じて株主総会にご参加ください。 

2019年６月17日（月曜日）午後５時30分まで議決権行使期限 

3 4 

郵 送 

左側を切り取ってポストに投函してください。
＊切手は不要です。 

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否
をご表示のうえ、期限までに到着するようご返送 
ください。
なお、各議案について賛否の表示がない議決権
行使書が提出された場合は「賛成」、 の意思表示
があったものとして取り扱わせていただきます。

インターネット 

インターネットによる議決権行使は、2019年６月17日（月曜日） 
午後５時30分まで受け付けいたしますが、お早めに行使してください
ますようお願いいたします。
なお、ご不明な点がございましたら６頁のヘルプデスクへお問い 
合わせください。

1.  スマートフォンで QRコードを読み取る方法

同封の議決権行使書用紙の右下に記載された「ログイン用Q R 
コード」を読み取ることで、議決権行使ウェブサイトにログイン 
いただけます。

＊
   上記方法での議決権行使は１回に限ります。

＊
   ２回目以降のログインの際は次頁に記載の２ . 「 ログインID」及び「仮パス

ワード」を入力する方法をご利用ください。

1 ログイン用QRコードを読み取る 

2 議決権行使方法を選ぶ

議案賛否方法の選択画面が 
表示されるので、議決権行使
方法を選ぶ。

3 画面の案内にしたがって
各議案の賛否を選択 

＊ QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。 



2.  「ログインID」及び「仮パスワード」を入力する方法

議決権行使ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/ 

▲
 

パソコン、スマートフォン又は携帯電話から議決権行使ウェブサイトに 
アクセスしてください。
議決権行使ウェブサイトの「ログインID」及び「仮パスワード」は、同封の
議決権行使書用紙の右下に記載されています。

5
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パソコンの場合

１「次の画面へ」をクリック

2 「ログインID」及び
「仮パスワード」を入力

3 「ログイン」をクリック

スマートフォンの場合

１「株主総会に関する
お手続き」をタッチ

2 「ログインID」及び
「仮パスワード」を入力

3 「ログイン」をタッチ

以降は画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使のご利用上の注意点

株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使
内容の改ざんの防止について
ご利用の株主様には、議決権行使ウェブサイト上で「仮パスワード」の変更をお願い
することになりますのでご了承ください。

郵送とインターネットの両方で議決権を行使された場合
インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

インターネットで複数回にわたり議決権を行使された場合
最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
＊  パソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された 

内容を有効とさせていただきます。

パソコン又はスマートフォンから議決権を行使される場合のご注意
インターネット接続にファイアーウォールなどを使用されている場合、アンチウイルス
ソフトを設定されている場合、proxyサーバーを利用されている場合など、株主様の
インターネットの利用環境によっては、ご利用できない場合もあります。

議決権行使ウェブサイトに関するお問い合わせ先
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部 （ヘルプデスク）

0120-173-027（通話料無料）
（受付時間：午前９時～午後９時）

＊  ウェブサイトの保守・点検のための取扱休止時間：午前２時～午前５時

https://evote.tr.mufg.jp/


「ネットで招集」のご案内
本招集ご通知の掲載内容をスマート
フォン・タブレット端末から快適に
ご覧いただくための「ネットで招集」を
ご用意いたしました。

 
 

https://s.srdb.jp/sony/
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2019年の株主様特典に 
ついてご案内いたします。

開催概要・議案・事業 
報告・ガバナンスの内容
をご覧いただけます。

ソニーの様々なウェブサイトに
アクセスいただけます。

▲

議決権行使ウェブサイトに直接アクセスいただけます。
「議決権行使」ボタンを押すと、以下の画面において「読取」か 
「移動」ボタンが選択いただけます。

8

●「読取」ボタンを押すと自動でお持ちのカメラが起動します
ので、議決権行使書用紙の右下に記載された「ログイン用
QR コード」を読み取りください。

● 「移動」ボタンを押した場合、議決権行使ウェブサイトへ 
アクセスいただけます。

インターネットによるご意見・ご質問の受付
当社経営陣へのご意見・ご質問をお聞かせください。
株主総会での事業報告の参考とさせていただきます。

検 索

「ネットで招集」を経由せず直接アクセスする場合
 https://kabuhiro.jp/

2019年６月11日（火曜日）受付期限

株主ひろば

＊  お名前・ご住所などの個人情報は記入されないようお願いいたします。
＊  ご意見・ご質問の受付は、㈱アイ・アール ジャパンが運営するウェブアンケートシステムを

利用しています。

https://kabuhiro.jp/
https://s.srdb.jp/sony/


株主総会参考書類

第１号議案
取締役13名選任の件
　取締役全員12名は、本総会終結の時をもって任期満了となり
ますので、指名委員会の決定にもとづき新たに取締役13名を 
ご選任願いたいと存じます。
　取締役候補者は、12頁から24頁までに記載のとおりです。

取締役会の構成に関する方針
当社は、取締役会による経営に対する実効性の高い監督を実現する
ために、取締役会の相当割合を、法令及び取締役会規定に定める 
資格要件を満たす社外取締役が構成するよう指名委員会において 
取締役会の構成に関する検討を重ねています。そのうえで、指名委員会
において、各人のこれまでの経験、実績、各領域での専門性といった 
個人の資質や取締役として確保できる時間の有無、当社からの独立性 
に加え、取締役会におけるジェンダーや国際性を含む多様性の確保、 
取締役会の適正規模、取締役会に必要な知識・経験・能力などを総合的 
に判断し、ソニーグループの企業価値向上をめざした経営を推進する
という目的に照らして適任と考えられる候補者を選定しています。
取締役の員数は、当社取締役会規定において10名以上20名以下として
おり、2005年以降、取締役会の過半数は社外取締役により構成されて
います。

取締役の資格要件
当社は、会社法に定めるもののほか、右記の事項を取締役の資格
要件として取締役会規定に定めており、取締役候補者全員は、これらの 
要件を満たしています。
なお、取締役候補者13名のうち10名が社外取締役候補者となります
が、いずれの社外取締役候補者も、東京証券取引所が定める独立性
の要件を満たしており、全員につき独立役員となる旨届け出ています。

9

取締役共通の資格要件
●   ソニーグループの重要な事業領域においてソニーグループと 

競合関係にある会社（以下「競合会社」）の取締役、監査役、
執行役、支配人その他の使用人でないこと、また競合会社の
３％以上の株式を保有していないこと。

●   取締役候補に指名される前の過去３年間、ソニーグループの
会計監査人の代表社員、社員であったことがないこと。

●   そのほか、取締役としての職務を遂行するうえで、重大な 
利益相反を生じさせるような事項がないこと。

執行役を兼務する取締役の資格要件
●   執行役として、ソニーグループの経営全体を統括すること、 

又はソニーグループの経営において重要かつ広範な本社機能を 
所管すること。

社外取締役の追加資格要件
●   取締役もしくは委員として受領する報酬・年金又は選任前に 

提供を完了したサービスに関して選任後に支払われる報酬 
以外に、過去３年間のいずれかの連続する12ヵ月間において
12万米ドルに相当する金額を超える報酬をソニーグループより
直接に受領していないこと。

●   ソニーグループとの取引額が、過去３年間の各事業年度に 
おいて、当該会社の当該事業年度における年間連結売上の
２％又は100万米ドルに相当する金額のいずれか大きいほうの
金額を超える会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の
使用人でないこと。

なお、再選のための社外取締役の指名委員会による指名は５回を 
上限とし、それ以降の指名は指名委員会の決議に加えて取締役全員
の同意が必要です。さらに、取締役全員の同意がある場合であっても、
社外取締役の再選回数は８回までを限度としています。

10

　株主総会参考書類   第１号議案 取締役13名選任の件
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取締役候補者一覧
候補者
番 号 氏 名 取締役の担当 （注１） 取締役会への

出席状況

１ 吉 田 憲一郎
再任 

■ 指名委員 
100％
（９回／９回）

２ 十 時 裕 樹
新任 

― ―

３ 隅 修 三
再任  社外  独立 

■ 取締役会副議長 
■ 指名委員 

100％
（９回／９回）

４ 
T im Schaaf f
（ティム・シャーフ）

再任 

   ■ 情報セキュリティ
担当 

100％
（９回／９回）

５ 松 永 和 夫
再任  社外 独立

■ 監査委員会議長 
100％
（９回／９回）

６ 宮 田 孝 一
再任 社外 独立

■ 指名委員 
100％
（９回／９回）

７ 
John V. Roos
（ジョン・ルース）

再任 社外 独立 

■ 指名委員 
■ 報酬委員 

100％
（９回／９回）

８ 桜 井 恵理子
再任 社外 独立 

■ 報酬委員 
100％
（９回／９回）

９ 皆 川 邦 仁
再任 社外 独立

■ 監査委員 
100％
（９回／９回） 

10 岡 俊 子
再任 社外 独立

■ 監査委員 
100％

（注２） （７回／７回）

11 秋 山 咲 恵
新任 社外 独立 

― ― 

12 
Wendy Becker
（ウェンディ・ベッカー） ― ― 
新任 社外 独立 

13 畑 中 好 彦
新任 社外  独立 

― ―

  

 

 
 

社外 …社外取締役候補者


独立 …東京証券取引所が定める独立性の要件を満たした独立役員候補者


（注１）  上記の取締役候補者の担当は、本総会時のものです。新任取締役候補者も含めた担当は、本総会
終了後に開催される取締役会において新たに決定される予定です。

（注２）  岡俊子氏は、前年の定時株主総会（2018年６月19日開催）において新たに取締役に選任され
ましたので、取締役会の開催回数が異なります。

（注３） 次頁以降の取締役候補者の年齢は、本総会時の満年齢となります。
（注４）   当社は、現在、社外取締役を含む非業務執行取締役に就任している８名の取締役候補者との

間でそれぞれ責任限定契約を締結しています。また、新任の社外取締役候補者である秋山 
咲恵氏、Wendy  Becker氏及び畑中好彦氏については、各氏の選任が承認された場合、当該
契約を締結する予定です。「責任限定契約の概要」については、71頁をご参照ください。

（注５） 各委員会への出席状況については、78頁に記載の「社外取締役の活動状況」をご参照ください。 

候補者
番 号１　 吉田憲一郎

よし だ けん いち ろう 再任 

　株主総会参考書類 

取締役の担当　■ 指名委員
生年月日　 1959年10月20日生（満59歳）
取締役在任年数　５年 
■ 取締役会への出席状況　100％（９回/９回）
所有する当社の株式数　131,600株

第１号議案 取締役13名選任の件

略歴及び重要な兼職の状況 
1983年４月 当社入社 
2000年７月 ソニーコミュニケーションネットワーク㈱

（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）入社 
2001年５月 ソニーコミュニケーションネットワーク㈱ 執行役員 
2005年４月 ソニーコミュニケーションネットワーク㈱

代表取締役 執行役員社長 
2013年12月 当社執行役 EVP CSO 兼 デピュティ CFO 
2014年４月 当社代表執行役 EVP CFO 
2014年６月 当社取締役（現在） 
2015年４月 当社代表執行役 副社長 兼 CFO 
2018年４月 当社代表執行役 社長 兼 CE O（現在）

取締役候補者とした理由
ソニーグループ最高経営責任者（ CEO）としてグループ経営全体を統括
しており、指名委員会にて取締役候補者として決定されました。なお、
本議案が承認された場合、本総会終了後に開催される取締役会において
CEOに再任される予定です。
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候補者
番 号 2 十時裕樹

と とき ひろ き 新任
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取締役の担当　―
生年月日　 1964年７月17日生（満54歳）
取締役在任年数　―年
■ 取締役会への出席状況　―
所有する当社の株式数　14,300株

略歴及び重要な兼職の状況
1987年４月 当社入社
2002年２月 ソニー銀行㈱ 代表取締役
2005年６月 ソニーコミュニケーションネットワーク㈱

（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）
取締役 兼 執行役員専務

2012年４月 ソネットエンタテインメント㈱
（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）
代表取締役 執行役員専務

2013年４月 ソネットエンタテインメント㈱
代表取締役 執行役員副社長 CFO

2013年12月 当社業務執行役員 SVP
2014年11月 ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱ 

代表取締役社長 兼 CEO
2015年６月 ソネット㈱（現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）

取締役 会長
2016年４月 当社執行役 EVP 新規事業プラットフォーム 戦略担当

ソネット㈱ 代表取締役 執行役員社長
2017年６月 当社執行役 EVP CSO 中長期経営戦略、新規事業担当
2018年４月 当社代表執行役 EVP CFO
2018年６月 当社代表執行役 専務 CFO（現在）

取締役候補者とした理由
2018年４月１日付で当社代表執行役 CFOに就任し、本社機能において、 
経営管理、経営戦略、経理、税務、財務、IR、ディスクロージャー・コントロール、 
情報システム、内部監査及びSOX404対応を担当しており、指名委員会にて 
取締役候補者として決定されました。なお、本議案が承認された場合、本総会
終了後に開催される取締役会においてCFOに再任される予定です。

候補者
番 号 ３ 隅 修三

すみ しゅう ぞう 再任 社外 独立
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　株主総会参考書類   第１号議案 取締役13名選任の件

取締役の担当　■ 取締役会副議長 ■ 指名委員
生年月日　 1947年７月11日生（満71歳）
取締役在任年数　２年
■ 取締役会への出席状況　100％（９回/９回）
所有する当社の株式数　2,600株

略歴及び重要な兼職の状況
1970年４月 東京海上火災保険㈱ 入社
2000年６月 東京海上火災保険㈱ 取締役海外本部ロンドン首席駐在員
2002年６月 東京海上火災保険㈱ 常務取締役
2004年10月 東京海上日動火災保険㈱ 常務取締役
2005年６月 東京海上日動火災保険㈱ 専務取締役
2007年６月 東京海上日動火災保険㈱ 取締役社長

東京海上ホールディングス㈱ 取締役社長
2013年６月 東京海上日動火災保険㈱ 取締役会長

東京海上ホールディングス㈱ 取締役会長（現在）
（2019年６月24日付で退任予定）

2014年６月 ㈱豊田自動織機 社外取締役（現在）
2017年６月 当社取締役（現在）

社外取締役候補者とした理由
グローバル企業の経営者として培われた豊富な経験、経済産業界の各方面
での取り組みを通じた幅広い見識を有しており、指名委員会にて社外
取締役候補者として決定されました。



候補者
番 号 ４ Tim Schaaff

ティム・シャーフ 再任

取締役の担当　■ 情報セキュリティ担当
生年月日　 1959年12月５日生（満59歳）
取締役在任年数　６年
■ 取締役会への出席状況　100％（９回/９回）
所有する当社の株式数　6,900株

略歴及び重要な兼職の状況
1982年12月 New England Digital Corporation 入社
1991年７月 Apple Computer, Inc. 入社
1998年 Apple Computer, Inc. バイス・プレジデント
2005年12月 Sony Corporation of America シニア・バイス・プレジデント
2006年11月 当社技術開発本部副本部長
2008年６月 Sony Media Software and Services Inc. プレジデント
2009年12月 Sony Network Entertainment International LLC プレジデント
2013年６月 当社取締役（現在）
2014年１月 スタートアップ・アドバイザー（現在）
2015年７月 Intertrust Technologies Corporation チーフ・プロダクト・ 

オフィサー（現在）

取締役候補者とした理由
ソフトウェア技術及びネットワークサービスに関する専門性に加え、 
当社のネットワークサービス事業を率いた実績を有しており、指名
委員会にて取締役候補者として決定されました。なお、当社グループに
おける勤務経験があるため、社外取締役の要件には該当しません。
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候補者
番 号 ５ 松永和夫

まつ なが かず お 再任 社外 独立
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　株主総会参考書類   第１号議案 取締役13名選任の件

取締役の担当　■ 監査委員会議長
生年月日　 1952年２月28日生（満67歳）
取締役在任年数　５年
■ 取締役会への出席状況　100％（９回/９回）
所有する当社の株式数　3,400株

略歴及び重要な兼職の状況
1974年４月 通商産業省（現 経済産業省） 入省
2004年６月 原子力安全・保安院長
2005年９月 大臣官房総括審議官
2006年７月 大臣官房長
2008年７月 経済産業政策局長
2010年７月 経済産業事務次官
2012年４月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 特任教授（現在）
2013年６月 高砂熱学工業㈱ 社外取締役（現在）
2014年６月 当社取締役（現在）

橋本総業㈱（現 橋本総業ホールディングス㈱） 社外取締役（現在）
一般財団法人中東協力センター 理事長（現在）

2016年４月 三菱ふそうトラック・バス㈱ 取締役副会長
2017年１月 三菱ふそうトラック・バス㈱ 代表取締役会長（現在）

社外取締役候補者とした理由
経済産業省における職務を通じて培った、グローバルな産業界・行政分野に
おける豊富な経験と深い見識を有しており、指名委員会にて社外取締役
候補者として決定されました。



候補者
番 号 ６ 宮田孝一

みや た こう いち 再任 社外 独立
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取締役の担当　■ 指名委員
生年月日　 1953年11月16日生（満65歳）
取締役在任年数　５年
■ 取締役会への出席状況　100％（９回/９回）
所有する当社の株式数　1,900株

略歴及び重要な兼職の状況
1976年４月 ㈱三井銀行 入行
2003年６月 ㈱三井住友銀行 執行役員
2006年10月 ㈱三井住友銀行 常務執行役員
2009年４月 ㈱三井住友銀行 取締役兼専務執行役員
2010年４月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 専務執行役員
2010年６月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 取締役
2011年４月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 取締役社長

㈱三井住友銀行 取締役
2014年６月 当社取締役（現在）
2016年６月 ㈱三越伊勢丹ホールディングス 社外監査役（現在）
2017年４月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 取締役会長

㈱三井住友銀行 取締役会長（現在）

社外取締役候補者とした理由
銀行経営に関する豊富な経験と深い見識を有しており、指名委員会にて
社外取締役候補者として決定されました。

候補者
番 号 ７ John V. Roos

ジョン・ルース 再任 社外 独立

取締役の担当　■ 指名委員　■ 報酬委員
生年月日　1955年２月14日生（満64歳）
取締役在任年数　５年
■ 取締役会への出席状況　100％（９回/９回）
所有する当社の株式数　1,900株
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　株主総会参考書類   第１号議案 取締役13名選任の件

略歴及び重要な兼職の状況
1980年10月 O’Melveny and Myers法律事務所 アソシエイト
1985年２月 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati法律事務所 アソシエイト
1988年２月 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati法律事務所 パートナー
2000年２月 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati法律事務所

マネージングディレクター・オブ・プロフェッショナルサービシーズ
2005年２月 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati法律事務所 CEO
2009年８月 駐日米国大使
2013年９月 Salesforce.com, inc. 社外取締役（現在）
2013年10月 The Roos Group, LLC CEO（現在）
2013年12月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 

グローバル・アドバイザリーボード 委員（現在）
2014年４月 Centerview Partners LLC シニア・アドバイザー（現在）
2014年６月 当社取締役（現在）
2015年５月 Geodesic Capital ファウンディング・パートナー（現在）

社外取締役候補者とした理由
企業法務・証券法関連の弁護士、テクノロジー分野に強みをもつ大手 
弁護士事務所のCEOやシリコンバレーを拠点とする大手企業に対する 
アドバイザーなどの豊富な経験に加え、元駐日米国大使としてビジネスや 
行政、国際渉外に精通しており、指名委員会にて社外取締役候補者と
して決定されました。
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候補者
番 号 ８
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　株主総会参考書類   第１号議案 取締役13名選任の件

桜井恵理子
さくら い え り こ 再任 社外 独立

取締役の担当　■ 報酬委員
生年月日　 1960年11月16日生（満58歳）
取締役在任年数　５年
■ 取締役会への出席状況　100％（９回/９回）
所有する当社の株式数　1,900株

略歴及び重要な兼職の状況
1987年６月 Dow Corning Corporation 入社
2008年５月 東レ・ダウコーニング㈱（現 ダウ・東レ㈱） 取締役
2009年３月 東レ・ダウコーニング㈱ 代表取締役会長・CEO（現在）
2014年６月 当社取締役（現在）
2015年６月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 社外取締役（現在）

社外取締役候補者とした理由
グローバル企業の経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、
指名委員会にて社外取締役候補者として決定されました。

候補者
番 号 ９ 皆川邦仁

みな かわ くに ひと 再任 社外 独立

取締役の担当　■ 監査委員
生年月日　 1954年８月15日生（満64歳）
取締役在任年数　２年
■ 取締役会への出席状況　100％（９回/９回）
所有する当社の株式数　2,400株

略歴及び重要な兼職の状況
1978年４月 ㈱リコー 入社
1997年10月 Ricoh Americas Corporation シニア・バイス・プレジデント兼

CFO
2010年４月 ㈱リコー 執行役員 経理本部長
2010年６月 リコーリース㈱ 社外監査役
2012年４月 ㈱リコー 常務執行役員 経理本部長
2013年６月 ㈱リコー 常勤監査役
2017年６月 当社取締役（現在）
2018年６月 参天製薬㈱ 社外取締役（現在）

社外取締役候補者とした理由
エレクトロニクス産業分野におけるグローバルな経験、財務及び監査に 
関する幅広い見識及び実務経験を有しており、指名委員会にて社外
取締役候補者として決定されました。



候補者
番 号10 岡 俊子

おか とし こ
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再任 社外 独立

取締役の担当　■ 監査委員
生年月日　 1964年３月７日生（満55歳）
取締役在任年数　１年
■ 取締役会への出席状況　100％（７回/７回）
所有する当社の株式数　1,000株

略歴及び重要な兼職の状況
1986年４月 等松・トウシュロスコンサルティング㈱ 入社
2000年７月 朝日アーサーアンダーセン㈱ 入社
2002年９月 デロイトトーマツコンサルティング㈱

（現 アビームコンサルティング㈱）プリンシパル
2005年４月 アビームM&Aコンサルティング㈱

（現 PwCアドバイザリー合同会社）代表取締役社長
2015年６月 ㈱ハピネット 社外監査役（現在）

（2019年６月20日付で退任し、社外取締役に就任予定）
2016年４月 PwCアドバイザリー合同会社 パートナー
2016年６月 ㈱岡＆カンパニー 代表取締役（現在）

三菱商事㈱ 社外取締役（現在）
日立金属㈱ 社外取締役（現在）

2018年６月 当社取締役（現在）

社外取締役候補者とした理由
コンサルタントとしてM&Aを含む幅広い経営戦略立案経験を有すると
同時に、会計事務所や社外取締役・監査役のキャリアを通じて企業経営 
及び会計に関する幅広い見識を有しており、指名委員会にて社外取締役
候補者として決定されました。

候補者
番 号 11 秋山咲恵

あき やま さき え 新任 社外 独立

取締役の担当　―
生年月日　 1962年12月１日生（満56歳）
取締役在任年数　―年
■ 取締役会への出席状況　―
所有する当社の株式数　―株
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　株主総会参考書類   第１号議案 取締役13名選任の件

略歴及び重要な兼職の状況
1987年４月 Arthur Andersen & Co.入社
1994年４月 ㈱サキコーポレーション設立 代表取締役社長
2018年10月 ㈱サキコーポレーション ファウンダー（現在）

社外取締役候補者とした理由
国際的な経営コンサルタントを経て、産業用検査ロボット企業を創業し 
成長させた実績に加え、政府を含む様々な審議会やワーキンググループ
の委員を歴任するなど豊富な経験を有しており、指名委員会にて社外
取締役候補者として決定されました。



  

　

候補者
番 号 12 Wendy Becker

ウェンディ・ベッカー 新任 社外 独立
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取締役の担当　―
生年月日　 1965年11月２日生（満53歳）
取締役在任年数　―年
■ 取締役会への出席状況　―
所有する当社の株式数　―株

略歴及び重要な兼職の状況
1987年９月 Procter & Gamble Company ブランドマネジャー
1993年９月 McKinsey & Company, Inc. コンサルタント
1998年12月 McKinsey & Company, Inc. パートナー
2008年２月 TalkTalk, The Carphone Warehouse Ltd.

マネージングディレクター
Whitbread plc 社外取締役 報酬委員

2009年９月 Vodafone Group plc チーフ・マーケティング・オフィサー
2012年９月 Jack Wills Ltd. チーフ・オペレーティング・オフィサー
2013年10月 Jack Wills Ltd. CEO
2017年２月 Great Portland Estates plc 社外取締役 報酬委員会議長（現在）
2017年９月 Logitech International S.A. 社外取締役（現在）
2018年９月 Logitech International S.A. 報酬委員会議長（現在）

社外取締役候補者とした理由
北米や欧州をベースとするコンサルティング業界での経験や通信・テクノロジー 
分野を含む様々な企業の経営者としての実績を通じて、グローバルな 
企業経営に関する実践的・多角的な見識を有しており、指名委員会にて
社外取締役候補者として決定されました。

候補者
番 号 13
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畑中好彦
はた なか よし ひこ 新任 社外 独立

取締役の担当　―
生年月日　 1957年４月20日生（満62歳）
取締役在任年数　―年
■ 取締役会への出席状況　―
所有する当社の株式数　―株

略歴及び重要な兼職の状況
1980年４月 藤沢薬品工業㈱（現 アステラス製薬㈱）入社
2005年６月 アステラス製薬㈱ 執行役員 経営戦略本部 経営企画部長
2006年４月 アステラス製薬㈱ 執行役員 兼

Astellas US LLC プレジデント & CEO 兼
Astellas Pharma US, Inc. プレジデント & CEO

2008年６月 アステラス製薬㈱ 上席執行役員 兼
Astellas US LLC プレジデント & CEO 兼
Astellas Pharma US, Inc. プレジデント & CEO

2009年４月 アステラス製薬㈱ 上席執行役員 経営戦略・財務担当
2011年６月 アステラス製薬㈱ 代表取締役社長
2018年４月 アステラス製薬㈱ 代表取締役会長（現在）

　株主総会参考書類   第１号議案 取締役13名選任の件

社外取締役候補者とした理由
米国、欧州など海外での豊富な経験を有し、経営企画責任者として企業
統合を実現するなど、グローバル企業の経営に関する幅広い経験と高い
知見を有しており、指名委員会にて社外取締役候補者として決定され
ました。
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