
＊1 尾島 洋一、町田 幸雄、瀬古 美喜、津谷 忠男の各氏は会社法に定める社外監査役です。
＊2 尾島 洋一、町田 幸雄、瀬古 美喜、津谷 忠男の各氏は有価証券上場規程で定める独立役員です。

常勤監査役
松本 順
1972年 4月 日商岩井株式会社 入社
2002年 6月 同社執行役員
2002年 12月 同社欧州・アフリカ総支配人
2004年 4月 旧双日株式会社常務執行役員食料部門長
2005年 4月 同社米州総支配人
2005年 10月 当社常務執行役員米州総支配人
2009年 4月 当社常務執行役員市場開発 兼 アセットマネジメント担当
2011年 4月 当社顧問
2012年 6月 当社常勤監査役

監査役（非常勤）
町田 幸雄＊1 ＊2

1969年 4月 検事任官 東京地方検察庁
2002年 6月 公安調査庁長官
2004年 1月 仙台高等検察庁検事長
2004年 12月 最高検察庁次長検事
2005年 9月 第一東京弁護士会登録
  西村ときわ法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所
  日本大学大学院法務研究科非常勤教員（刑事法総合）
2006年 6月 三井化学株式会社社外取締役
2006年 7月 朝日生命保険相互会社社外監査役（現）
2008年 6月 当社監査役（非常勤）
2008年 8月 アスクル株式会社社外監査役
2014年 4月 株式会社みずほ銀行社外取締役（現）
2015年 6月 鹿島建設株式会社社外監査役（現）（2015年6月25日就任）

常勤監査役
尾島 洋一＊1 ＊2

1974年 4月 株式会社三和銀行 入行
2002年 5月  株式会社UFJ銀行執行役員 内部監査部担当 兼 内部監査部長
2002年 6月 同社取締役執行役員 内部監査部担当 兼 内部監査部長
2004年 6月 日本信販株式会社常勤監査役
2005年 6月 同社常務執行役員
2005年 10月 UFJニコス株式会社常務執行役員
2006年 6月 同社取締役 兼 常務執行役員
2007年 4月 三菱UFJニコス株式会社取締役 兼 常務執行役員
2007年 11月 同社取締役 兼 専務執行役員
2012年 6月  株式会社カード・スタッフサービス取締役会長
2013年 6月 当社常勤監査役

監査役（非常勤）
瀬古 美喜＊1 ＊2

1978年 4月 日本大学経済学部助手
1981年 4月 同大学経済学部専任講師
1985年 4月 同大学経済学部助教授
1990年 4月 同大学経済学部教授
1998年 4月 慶應義塾大学経済学部教授
2013年 4月  同大学名誉教授（現）

武蔵野大学政治経済学部教授
2013年 6月 当社監査役（非常勤）
2014年 4月 武蔵野大学経済学部教授（現）

次世代のため、健全で
継続性のある成長を確実に
する経営となっているか、
監督と協働を図ります。

経営や組織内部に
問題がないかと、
これまでの諸経験に
基づいて目を光らせます。

着実な成長に向けて、
それを支える基盤の構築
に貢献してまいります。

独立した立場から、専門性
を活かし、強い会社の
実現と企業価値の向上に
貢献します。

監査役（2015年6月23日現在）
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監査役（非常勤）
津谷 忠男＊1 ＊2

1973年 10月  アーサーアンダーセン会計士事務所入所
1988年 9月  同事務所パートナー
1990年 9月 公認会計士・税理士事務所「津谷会計事務所」開所（現）
1997年 2月 日本アムウェイ株式会社 入社
2001年 3月 デンセイ・ラムダ株式会社 入社
2001年 6月 同社取締役・財務本部長
2004年 7月 オリックス株式会社 入社
2005年 2月 同社執行役
2009年 1月 同社常務執行役
2009年 6月 富士火災海上保険株式会社社外取締役
2010年 1月 オリックス株式会社顧問
2010年 4月 富士火災海上保険株式会社顧問
2011年 6月  日立ツール株式会社社外監査役
2013年 6月 当社監査役（非常勤）
2014年 4月  ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社

社外監査役（現）

監査役の一員として、
透明性の向上に努め、
持続的な成長に寄与して
まいります。

社外役員の状況

氏名
2015年3月期会議体出席状況
（出席回数／開催回数） 兼職の状況

取締役会 監査役会

社外取締役
石倉 洋子 14回／14回 ―

•  日清食品ホールディングス株式会社 社外取締役
•  ライフネット生命保険株式会社 社外取締役
•  株式会社資生堂 社外取締役
（2015年６月23日就任）

社外取締役
北爪 由紀夫 14回／14回 ― •  一般財団法人日本航空機開発協会 副理事長

社外監査役
尾島 洋一 18回／18回 19回／19回 ̶

社外監査役
町田 幸雄 17回／18回 19回／19回

• 株式会社みずほ銀行 社外取締役
• 朝日生命保険相互会社 社外監査役
• 鹿島建設株式会社 社外監査役 
 （2015年6月25日就任）

社外監査役
瀬古 美喜 18回／18回 19回／19回 • 武蔵野大学経済学部教授

社外監査役
津谷 忠男 18回／18回 19回／19回

•  ポールトゥウィン・ピットクルー
ホールディングス株式会社 社外監査役

※石倉洋子、北爪由紀夫の各氏は、2014年6月24日就任のため、出席該当取締役会は全14回となります。
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