
P.37　大西　再校　2014/08/20/11:55
Macintosh HD:高橋WORKS:ERNEST PLAN:mandom2014AR:14mandom:14mandom_0807:0808mandom:TGC025-038:037-038マンダムAR14J:037-038マンダムAR14.indd
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株式会社ピアセラボ	 日本	 化粧品等販売	 100.0%	 連結子会社
株式会社エムビーエス	 日本	 生命・損害保険代理店業、総合サービス業	 100.0%	 非連結子会社	
	 	 	 国内グループ会社商品の品質保証
PT	Mandom	Indonesia	Tbk	 インドネシア	 化粧品等製造・販売	 60.8%	 連結子会社
Mandom	Corporation	(Thailand)	Ltd.	 タイ	 化粧品等販売	 100.0%	 連結子会社	
Mandom	Philippines	Corporation	 フィリピン	 化粧品等販売	 100.0%	 連結子会社	
Mandom	(Malaysia)	Sdn.	Bhd.	 マレーシア	 化粧品等販売	 99.0%	 連結子会社
Mandom	Corporation	(Singapore)	Pte.	Ltd.	 シンガポール	 化粧品等販売	 100.0%	 連結子会社	
Mandom	Taiwan	Corporation	 台湾	 化粧品等販売	 100.0%	 連結子会社	
Sunwa	Marketing	Co.,	Ltd.	 中国（香港）	 化粧品等販売	 44.0%	 持分法適用関連会社	
Mandom	Korea	Corporation	 韓国	 化粧品等販売	 100.0%	 連結子会社
Zhongshan	City	Rida	Cosmetics	Co.,	Ltd.	 中国(中山）	 化粧品等製造・販売	 66.7%	 連結子会社	
Mandom	China	Corporation	 中国（上海）	 化粧品等販売	 100.0%	 連結子会社
Mandom	Corporation	(India)	Pvt.	Ltd.	 インド	 化粧品等販売	 100.0%	 連結子会社

社名	.....................株式会社マンダム
本社所在地	.........〒540-8530
	 大阪市中央区十二軒町5-12
設立	.....................1927年12月23日
資本金	.................11,394,817,459円

従業員	.................2,316名（連結）
	 524名（単体）
事業内容	.............化粧品、香水の製造および販売、
	 医薬部外品の製造および販売
決算日	.................3月31日

グループ会社

大株主

株価・出来高推移

株式分布状況

問合せ先　株式会社マンダム	広報IR室　　〒540-8530　大阪市中央区十二軒町5-12　電話／	06-6767-5020　Fax	／	06-6767-5043　URL	／	http://www.mandom.co.jp/

「ディスクロージャー制度に基づき、企業情報の適時・適切な情報開示とともに､その説明責任を果たします」
1	わたしたちは、上場企業として、金融商品取引法および東京証券取引所の定める適時開示規則等、その他関連法令ならびに諸規則を遵守した情報開示に努めます。
2	わたしたちは、ディスクロージャー制度に則った情報開示に努めるほか、当社の判断により当社を理解していただくために有効と思われる企業情報についても、公正かつ	
適時・適切な情報開示に努めます。

3	わたしたちは、幅広いステークホルダーとの健全な関係の維持・向上に努め、開示した情報に対する説明責任を果たすことに努めます。

BNP	PARIBAS	SEC	SERVICES	LUXEMBOURG/JASDEC/ABERDEEN	GLOBAL	CLIENT	ASSETS	 2,274	 9.43
公益財団法人西村奨学財団	 1,800	 7.46
STATE	STREET	BANK	AND	TRUST	COMPANY	 839	 3.48
株式会社マンダム	 755	 3.13
西村	元延	 720	 2.98
マンダム従業員持株会	 692	 2.87
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	 668	 2.77
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	 542	 2.25
BNP	PARIBAS	SEC	SVC	LONDON	/JAS/ABERDEEN	INVESTMENT	FUNDS	ICVC/AGENCY	LENDING	 516	 2.14
BNYM	SA/NV	FOR	BNYM	CLIENT	ACCOUNT	MPCS	JAPAN	 367	 1.52
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株式数構成比（%）

社名 所在地 主な事業内容 議決権比率

発行可能株式総数	..........81,969,700株
発行済株式総数	..............24,134,606株
株主数	..............................16,343名
上場証券取引所	..............東京証券取引所市場第一部
証券コード	......................4917
株主名簿管理人	..............三井住友信託銀行株式会社

氏名又は名称 所有株式数
（千株）

所有株式数の
比率（%）

（注）	所有株式数は千株未満で切り捨てています。

マンダムグループ 企業広報活動指針

（2014年3月31日現在）

（2014年3月31日現在）

会社概要

株式・投資家情報

株主総会	.............定時株主総会　毎年6月開催
会計監査人	.........有限責任監査法人トーマツ
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Corporate Data　
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Mandom Information ／役員および監査役　Corporate Data ／会社概要／株式・投資家情報

代表取締役 社長執行役員
西村 元延
内部監査室統括・担当

代表取締役 副社長執行役員
桃田 雅好
経営企画部、広報IR室、
役員秘書室統括、役員秘書室担当

取締役 専務執行役員
寺林 隆一
営業、財務管理部、
情報システム室統括、流通開発部、
北日本支店、関東支店、中部支店、
関西支店、西日本支店担当

取締役 常務執行役員
北村 達芳
人事部、総務部、CS統括部、
法務室統括・担当

社外取締役
中島 賢

社外取締役
長尾 哲

常務執行役員
鈴木 博直
技術、生産統括、製品保証部、
技術開発センター、購買部、生産戦略室担当

常務執行役員
小芝 信一郎
マーケティング統括、商品開発部、宣伝販促部、
第一マーケティング部、第二マーケティング部、
グループマーケティング戦略室、商品PR室、
睡眠美容マーケティング室担当

常務執行役員
有地 達也
海外事業統括、海外事業部担当

執行役員
亀田 泰明
経営企画部、広報IR室担当

執行役員
越川 和則
財務管理部、情報システム室担当

執行役員
古林 典和
マンダムインドネシア常務取締役

執行役員
日比 武志
マンダムインドネシア代表取締役社長

執行役員
野仲 昇
営業企画部、第一チェーンストア営業部、
第二チェーンストア営業部担当

執行役員
渡辺 浩一
福崎工場、生産技術部担当

執行役員
永井 眞也
マンダムインドネシア常務取締役

常勤監査役
斉藤 嘉昭
社外監査役
津田 昌俊

社外監査役
辻村 幸宏

左から、北村、寺林、西村、桃田、中島、長尾

左から、津田、斉藤、辻村

取締役

監査役

執行役員（取締役兼務者を除く）

（2014年6月24日現在）

（2014年6月24日現在）

（2014年6月24日現在）
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