
 

平成 18 年 3 月 2 日 

  各   位 
                                                      会社名 

（ＵＲＬ http://www.nisshin-steel.co.jp） 

代表者名   代表取締役 
取締役社長 小 野 俊 彦 

（コード番号 ５４０７  東・大・名・福） 
                                                      東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 

問合わせ先   総務部長 香 春 哲 夫 
                                                                   （℡03（3216）5511） 
 

代表取締役の異動に関するお知らせ 

 
 
当社は本日開催された取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動について決議いたしました

ので、お知らせいたします。 
 

記 
 
１．代表取締役の異動 
 

取締役相談役 
 

星野
ほ し の

 和夫
か ず お

 ［現 代表取締役 取締役会長］ 

取締役会長 
 

小野
お の

 俊彦
としひこ

 ［現 代表取締役 取締役社長］ 

代表取締役 
取締役社長 鈴木

す ず き

 英男
ひ で お

 ［現 取締役 副社長執行役員］ 

代表取締役 
副社長執行役員 永井

な が い

 峻
たかし

 ［現 取締役 常務執行役員］ 

 
＊略歴書は添付資料をご参照下さい。 

 
 
２．就任予定日 
 

平成 18年 4月 1日 
 
 

以 上 
 



ほし の　 かず お

氏　　名 星 野　和 夫

生年月日 昭和１４年５月２２日生（６６歳）

最終学歴 昭和３８年 ３月 大阪大学工学部冶金学科卒業

職　　歴 昭和３８年 ４月 日新製鋼株式会社入社

同　６０年 ２月 同社　周南研究所次長

同　６０年 １１月 同社　周南製鋼所製鋼部次長

同　６２年 ３月 同社　周南製鋼所製鋼部長

同　６３年 ６月 同社　周南製鋼所生産管理部長

平成　３年 ６月 同社　研究管理部長兼鉄鋼研究所長

同　　５年 ６月 同社　取締役

　　　研究管理部長兼鉄鋼研究所長

同　　７年 ６月 同社　取締役　周南製鋼所長

同　　８年 ６月 同社　常務取締役　周南製鋼所長

同　１１年 ６月 同社　専務取締役

　　　ステンレス事業本部長兼

　　　同本部ステンレス鋼管事業部長

同　１３年 ６月 同社　代表取締役副社長

　　　ステンレス事業本部長

同　１４年 ４月 同社　代表取締役会長

同　１８年 ４月 同社　取締役相談役に就任予定

以上

略　歴　書



 お  の　 としひこ

氏　　名 小 野　俊 彦

生年月日 昭和１６年９月２５日生（６４歳）

最終学歴 昭和３９年 ３月 東京大学法学部卒業

職　　歴 昭和３９年 ４月 八幡製鐵株式会社入社

（昭和４５年３月合併により新日本製鐵株式会社）

平成　元年 ４月 同社　八幡製鐵所総務部長

同　　３年 ６月 同社　経営企画部担当部長

同　　７年 ６月 同社　取締役　堺製鐵所長

同　　９年 ４月 同社　取締役　大阪支店長

同　１１年 ４月 同社　常務取締役　建材営業部門部門長

同　１２年 ４月 同社　常務取締役　薄板事業部長

同　１３年 ４月 同社　取締役

同　１３年 ６月 日新製鋼株式会社　代表取締役副社長

同　１４年 ４月 同社　代表取締役社長

同　１４年 ６月 同社　代表取締役社長

　　　薄板・表面処理事業本部長

同　１５年 ６月 同社　代表取締役社長

同　１８年 ４月 同社　取締役会長に就任予定

以上

略　歴　書



すず き　 ひで お

氏　　名 鈴 木　英 男

生年月日 昭和２０年３月２１日生（６０歳）

最終学歴 昭和４３年 ３月 慶應義塾大学法学部卒業

職　　歴 昭和４３年 ４月 日新製鋼株式会社入社

平成　２年 ６月 同社　人事部次長

同　　５年 ６月 同社　グループ企画部長

同　　７年 ６月 同社　経営企画部長

同　　９年 ６月 同社　取締役　総務部長兼経営企画部長

同　１１年 ６月 同社　常務取締役

同　１５年 ６月 同社　取締役　上席常務執行役員

同　１７年 ４月 同社　取締役　副社長執行役員

同　１８年 ４月 同社　代表取締役社長に就任予定

以上

略　歴　書



なが い　　たかし

氏　　名 永 井　　峻（５９歳）

生年月日 昭和２２年１月２３日生

最終学歴 昭和４５年 ３月 関西学院大学法学部卒業

職　　歴 昭和４５年 ４月 日新製鋼株式会社入社

平成　４年 ４月 同社　鋼板販売部次長

同　　５年 ６月 同社　名古屋支社鋼材販売部長

同　　７年 ６月 同社　名古屋支社販売一部長

同　　９年 ６月 同社　ステンレス販売部長

同　１１年 ６月 同社　取締役

　　　ステンレス事業本部ステンレス販売部長

同　１３年 ６月 同社　取締役

　　　販売・技術総括部長兼

　　　ステンレス事業本部副本部長

同　１４年 ６月 同社　取締役　販売総括部長

同　１５年 ６月 同社　常務執行役員　海外営業部長

同　１６年 ４月 同社　常務執行役員

同　１６年 ６月 同社　取締役　常務執行役員

同　１８年 ４月 同社　代表取締役　副社長執行役員に就任予定

以上

略　歴　書


