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コーポレートガバナンス （2022年6月22日現在） 取締役・監査役・執行役員／会社概要 （2022年7月1日現在）

　当社は、中長期的な企業価値の向上を目指し、収益力や資本効率などの改善を図ることが株主の皆様をはじめとする全てのステー
クホルダーに対する最優先事項と考えています。そのため、内部統制システムの整備に加えて、経営の透明性・健全性を確保し、コー
ポレートガバナンスの継続的な強化に努めていきます。

　中期経営計画VISION2025のもと、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図り、また、ガバナンス体制の充実を重視した経営
に取り組んでいきます。VISION2025を実行していくに当たり、当社が置かれている状況や解決すべき課題を踏まえて、現時点におい
て取締役会が重要と考える経験・専門性分野を次のとおりとした上で、全体としてバランスのとれた取締役・監査役構成としています。

　取締役会は取締役9名（うち社外取締役3名）及び監査役4名
（うち社外監査役3名）により構成され、全体としての知識・経
験・能力の観点からバランスと多様性を確保した上で、十分な
審議と執行の監督に不足のない規模であることが重要である
と認識しています。
　当社が任意で設定している指名委員会及び報酬委員会に
は、代表取締役を構成メンバーに含めないことを定め、また、
両委員会とも独立社外取締役が過半数を占めており、独立性・
客観性が確保されています。
　各委員会ではジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め
た審議が行われており、指名委員会は代表取締役社長候補者
及び取締役候補者を、報酬委員会は取締役及び執行役員の報
酬制度並びに代表取締役社長の報酬内容をそれぞれ取締役会
に提案しています。

取締役・監査役のスキル・マトリックス

取締役・監査役及び各委員会（指名・報酬）の社外役員比率

代表取締役社長

徳重 敦之

常勤監査役

河合 信郎

取締役

常石 哲男

代表取締役／執行役員副社長

長谷川 雅巳
コーポレート営業統括
グローバルセールス統括本部長
EC BU/BUGM

常勤監査役（社外）

松井 勝之

取締役／執行役員副社長

佐伯 幸雄
コーポレート管理統括本部長
内部統制担当
コンプライアンス委員長

取締役（社外）

川名 浩一
株式会社バンダイナムコ 
ホールディングス社外取締役
コムシスホールディングス株式会社 
社外取締役（監査等委員）
株式会社レノバ社外取締役
ルブリスト株式会社代表取締役社長

取締役／執行役員専務

上小川 昭浩
CN BU/BUGM

監査役（社外）

桑原 清幸
桑原清幸会計事務所代表
株式会社ひらまつ常勤監査役

監査役（社外）

湯浅 紀佳
三浦法律事務所パートナー弁護士
株式会社コーセー社外取締役
セントケア・ホールディング
株式会社社外取締役

徳重 敦之
長谷川 雅巳
佐伯 幸雄
上小川 昭浩
三品 俊一
篠田 一樹
初見 泰男
上善 良直

安村 達志
土肥 健史
小山 正
湯浅 剛
宮本 隆義
二宮 潤
安藤 智明

取締役（社外）

鬼塚 ひろみ
ヤフー株式会社監査役
株式会社JVCケンウッド社外取締役

取締役（社外）

西田 啓

取締役／執行役員常務

篠田 一樹
コーポレート技術統括
PB BU/BUGM
リスク管理委員長
サステナビリティ委員長

商号 東京エレクトロン デバイス株式会社

設立 1986年3月3日

資本金 24億9千5百万円

従業員数 1,279名（連結）（2022年3月31日時点）

本社 神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地4 横浜イーストスクエア

子会社

株式会社ファースト／東京エレクトロン デバイス長崎株式会社
TOKYO ELECTRON DEVICE ASIA PACIFIC LIMITED／TOKYO ELECTRON DEVICE (SHANGHAI) LIMITED
TOKYO ELECTRON DEVICE SINGAPORE PTE. LTD.／TOKYO ELECTRON DEVICE (THAILAND) LIMITED
TOKYO ELECTRON DEVICE AMERICA, INC.

関連会社 Fidus Systems Inc.

国内拠点 仙台／いわき／水戸／つくば／大宮／立川／新宿／横浜／松本／三島／浜松／名古屋／京都／大阪／福岡

海外拠点 香港／深セン／上海／大連／シンガポール／バンコク／シリコンバレー／デトロイト

取締役

執行役員

会社概要

監査役

専門性、経験の有無

項目の詳細 企業経営 モノづくり・ 
開発 IT・DX グローバル経験 営業・ 

マーケティング 財務・会計 法務・ 
リスクマネジメント

取
締
役

徳重 敦之 ● ● ● ● ●

長谷川 雅巳 ● ● ● ●

佐伯 幸雄 ● ● ● ●

上小川 昭浩 ● ● ● ●

篠田 一樹 ● ● ● ● ● ●

常石 哲男 ● ● ● ● ●

川名 浩一　  社外取締役   独立役員 ● ● ● ●

鬼塚 ひろみ  社外取締役   独立役員 ● ● ● ●

西田 啓　　  社外取締役   独立役員 ● ● ●

監
査
役

河合 信郎 ● ●

松井 勝之　  社外監査役   独立役員 ● ● ● ●

湯浅 紀佳　  社外監査役   独立役員 ● ●

桑原 清幸　  社外監査役   独立役員 ● ●

33.3%

 社内監査役　1名
 社外監査役　3名

 上小川 昭浩、篠田 一樹
 川名 浩一、鬼塚 ひろみ、西田 啓

 佐伯 幸雄、常石 哲男
 川名 浩一、鬼塚 ひろみ、西田 啓

 社内取締役　6名
 社外取締役　3名

取締役の構成
社外比率

60.0% 60.0%
指名委員会の構成

社外比率
報酬委員会の構成

社外比率

75.0%
監査役の構成
社外比率



個人投資家様向けIR活動

将来の業績見通しに関する注意事項
このインベスターズガイドは、2022年7月1日時点で作成されています。ビジネス戦略、業績予想などの将来の見通しに関する事項は、その時点で入手可能な情報から当社の経営者の判断に基づいて
書かれており、経営環境の変化により修正することがあります。したがって、当社は、内容の正確性、信頼性など、一切保証いたしかねますので御了承ください。最新情報については、公表資料または当
社ホームページをご参照ください。なお、記載された商品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

IR室
https://www.teldevice.co.jp

本社 〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地 4 横浜イーストスクエア
TEL 045-443-4005
E-mail ir-info@teldevice.co.jp

FSC®認証紙と環境に配慮した植物油インキを使用しております。

※自己株式337株は「個人その他」に含めております。

株式の状況

証券コード 2760

上場金融商品取引所 東京証券取引所 プライム市場

発行可能株式総数 25,600,000 株

発行済株式の総数 10,445,500 株

株主数 11,115 名

単元株式数 100 株

大株主の状況
株主名 持株数（株） 持株比率（%）

東京エレクトロン株式会社 3,532,700 33.82

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 829,000 7.94

東京エレクトロンデバイス社員持株会 484,530 4.64

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 212,300 2.03

野村信託銀行株式会社
（東京エレクトロンデバイス社員持株会専用信託口） 175,100 1.68

東京エレクトロンデバイス IR

株式と大株主の状況

株式数と株主数の分布状況、株価と出来高

個人投資家様向けIRイベントとして、2022年3月期はオンライン会社説明会を4回
実施しました。また、当社IRサイトが、日興アイ・アール株式会社が評価する「2021

年度 全上場企業ホームページ充実度ランキング」において総合ランキング「最優
秀サイト」に選定され、株式会社ブロードバンドセキュリティが評価する「Gomez IR

サイトランキング2021」でも銅賞を受賞しました。今後も投資家の皆様に向けた情
報発信の場として、引き続きIRサイトのコンテンツ拡充に努めていきます。

東京エレクトロンデバイス IRサイト
https://www.teldevice.co.jp/ir/

QRコードをスマートフォンで
読み込みすることで東京エレクトロンデバイス
IRサイトへアクセスいただけます。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

株式数
分布状況

金融機関・証券会社
18.51%

外国法人等 6.86%

その他国内法人
35.41%

個人その他
39.22%

外国法人等 1.01%
金融機関・証券会社 0.59%

その他国内法人 0.85%

個人その他
97.55%株主数

分布状況
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株式情報（2022年3月31日現在）
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