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代表取締役等の異動について 

 
 
当社は、平成 30 年５月 17 日開催の取締役会において、代表取締役、監査役等の異動について、下記

の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。 
正式には、平成 30 年６月 26 日開催予定の定時株主総会後の取締役会・監査役会で決定いたします。 
 
１． 代表取締役社長の異動（下線部が新役職となります） 
 

＜氏 名＞  ＜新役職名＞ ＜現役職名＞ 

小池 利和 
（こいけ としかず） 

 
代表取締役会長 代表取締役社長 

佐々木 一郎 
（ささき いちろう） 

 
代表取締役社長 代表取締役 専務執行役員 

 
２． 異動の理由 

 

次期中期戦略の策定を今年度から開始するにあたり、新たな経営体制を構築するため。 
 
３． 略歴 
 

新役職名   代表取締役会長 
氏  名   小池 利和 （こいけ としかず） 

生年月日 略歴 
所有株式数

（株） 

 

昭和 30年 

10月 14日 

昭和 54年 ３月  早稲田大学政治経済学部経済学科卒業 

昭和 54年 ４月 当社入社 

昭和 57年 ８月   ﾌﾞﾗｻﾞｰｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(U.S.A.)出向 

平成 ４年 10月 ﾌﾞﾗｻﾞｰｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(U.S.A.)取締役  

平成 12年 １月  ﾌﾞﾗｻﾞｰｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(U.S.A.)取締役社長 

平成 15年 １月  ﾌﾞﾗｻﾞｰｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(U.S.A.)取締役社長 

26,900 



                 兼 CEO（最高経営責任者） 

平成 16年 ６月   当社取締役 

ﾌﾞﾗｻﾞｰｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(U.S.A.)取締役社長 

兼 CEO（最高経営責任者） 

平成 17年 １月 当社取締役 

ﾌﾞﾗｻﾞｰｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(U.S.A.)取締役会長 

平成 17年 ４月 当社取締役 常務執行役員 

                 ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ･ｱﾝﾄﾞ･ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ ｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 

            兼 ﾌﾞﾗｻﾞｰｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(U.S.A) 会長 

平成 18年 ４月 当社取締役 専務執行役員 

                 ﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ･ｱﾝﾄﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ ｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 

平成 18年 ６月 当社代表取締役 専務執行役員 

                 ﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ･ｱﾝﾄﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ ｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 

平成 19年 ６月 当社代表取締役社長 

平成 30年 ６月 当社代表取締役会長（予定） 

 
新役職名   代表取締役社長 
氏  名   佐々木 一郎 （ささき いちろう） 

生年月日 略歴 
所有株式数

（株） 

 

昭和 32年  

４月 30日 

昭和 58年 ３月  名古屋大学大学院工学研究科修了 

昭和 58年 ４月 当社入社 

平成 17年 １月 ﾌﾞﾗｻﾞｰ U.K.社長 

平成 20年 ４月 当社 NID 開発部長 
平成 21年 ４月 当社執行役員 
平成 25年 ４月   当社常務執行役員 
平成 26年 ６月   当社取締役 常務執行役員 
平成 28年 ６月   当社代表取締役 常務執行役員 
平成 29年 ４月   当社代表取締役 専務執行役員 
平成 30年 ６月 当社代表取締役社長（予定） 

38,080 

 
４． 代表取締役の異動（下線部が新役職となります） 
 

＜氏 名＞  ＜新役職名＞ ＜現役職名＞ 

川那辺 祐 
（かわなべ たすく） 

 
代表取締役 専務執行役員 取締役 専務執行役員 

 
５． 異動の理由 
 
新たな経営体制で当社グループのより一層の発展を図るため。 
 
 
 



６． 略歴 
 

新役職名   代表取締役 専務執行役員 
氏  名   川那辺 祐 （かわなべ たすく） 

生年月日 略歴 
所有株式数

（株） 

 

昭和 31年 ４

月 28 日 

昭和 54年 ３月  大阪大学工学部機械工学科卒業 

昭和 54年 ４月 当社入社 

平成 12年 10月 当社ﾏｼﾅﾘｰ・ｱﾝﾄﾞ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

         産業機器事業 開発部長 
平成 16年 ４月 ブラザー販売株式会社出向 
平成 19年 ４月   当社執行役員 

                 ﾏｼﾅﾘｰ・ｱﾝﾄﾞ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ ｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 
平成 26年 ４月   当社常務執行役員 

                 ﾏｼﾅﾘｰ・ｱﾝﾄﾞ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ ｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 
平成 29年 ６月   当社取締役 常務執行役員 

         株式会社ニッセイ取締役（現任） 
平成 30年 ４月   当社取締役 専務執行役員 
平成 30年 ６月   当社代表取締役 専務執行役員（予定） 

16,100 

 
７． 監査役の異動 
 
（１） 新任予定監査役（下線部が新役職となります） 
 

＜氏 名＞  ＜新役職名＞ ＜現役職名＞ 

小川 和之 
（おがわ かずゆき） 

監査役（常勤） 監査役室 室長 

山田 昭 
（やまだ あきら） 

監査役*（非常勤） 弁護士 

                                                                  *は社外監査役です 
 
（２） 退任予定監査役 
 

＜氏 名＞  ＜現役職名＞ 

藤井 宗高 
（ふじい むねたか） 

監査役（常勤） 

海野 隆雄 
（うみの たかお） 

監査役*（非常勤） 

                   *は社外監査役です 
 
 
 
 



8．取締役、役員の異動について（下線部が新役職となります） 
 
＜氏 名＞  ＜新役職＞ ＜現役職＞ 
小池 利和 
（こいけ としかず） 

代表取締役会長 
 

代表取締役社長＊ 
内部監査部 直轄 

佐々木 一郎 
（ささき いちろう） 

代表取締役社長＊ 
 ﾄﾞﾐﾉ事業統括 

産業用印刷準事業統括 
産業用印刷準事業 新規技術開発

部、 
内部監査部 
直轄 

代表取締役 専務執行役員＊ 
ﾄﾞﾐﾉ事業統括 
産業用印刷準事業統括 
産業用印刷準事業 産業ｼｽﾃﾑ営業

推進部、 
産業用印刷準事業 新規技術開発

部、  
新規事業推進部 
担当 

川那辺 祐 
（かわなべ たすく） 

代表取締役 専務執行役員＊ 
ﾏｼﾅﾘｰ事業統括 
ﾏｼﾅﾘｰ事業 事業企画部、 
ﾏｼﾅﾘｰ事業 戦略技術部、 
ﾏｼﾅﾘｰ事業 製造部、 
ﾏｼﾅﾘｰ事業 開発部、 
ﾏｼﾅﾘｰ事業 QM 推進部、 
ﾏｼﾅﾘｰ事業 工業ﾐｼﾝ営業部、 
ﾏｼﾅﾘｰ事業 産業機器営業部、 
ﾏｼﾅﾘｰ事業 産業機器 CS 推進部 
担当 

取締役 専務執行役員＊ 
ﾏｼﾅﾘｰ事業統括 
ﾏｼﾅﾘｰ事業 事業企画部、 
ﾏｼﾅﾘｰ事業 戦略技術部、 
ﾏｼﾅﾘｰ事業 製造部、 
ﾏｼﾅﾘｰ事業 開発部、 
ﾏｼﾅﾘｰ事業 QM 推進部、 
ﾏｼﾅﾘｰ事業 工業ﾐｼﾝ営業部、 
ﾏｼﾅﾘｰ事業 産業機器営業部、 
ﾏｼﾅﾘｰ事業 産業機器 CS 推進部 
担当 

小出 哲郎 
（こいで てつろう） 

執行役員 
 ﾄﾞﾐﾉ事業 ﾄﾞﾐﾉ事業推進部、 

産業用印刷準事業 産業ｼｽﾃﾑ営業

推進部 
担当 

執行役員 
 ﾄﾞﾐﾉ事業 ﾄﾞﾐﾉ事業推進部 

担当 
 
 

佐藤 龍也 
（さとう たつや） 

執行役員 
新規事業推進部、 
開発ｾﾝﾀｰ 電子技術開発部、 

 開発ｾﾝﾀｰ IJ技術開発部 
担当 

執行役員 
 開発ｾﾝﾀｰ 電子技術開発部、 
 開発ｾﾝﾀｰ IJ技術開発部 
 担当 

＊：執行役員を兼務しています。 
 
 
以 上 


