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代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ 
 
平成１８年４月２７日開催の当社取締役会において、代表取締役の異動および役員人事に

ついて、下記のとおり内定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】 
 
（１）代表取締役異動の理由 任期満了による退任 
（２）退任代表取締役の氏名・役職 
   河西 啓次 （現 代表取締役 専務取締役 最高財務責任者） 
（３）退任予定日 

平成１８年６月２８日開催予定の当社第１２３回定時株主総会終結の時をもって、 
任期満了により退任いたします。本件により当社代表取締役は１名となります。 
また、退任代表取締役河西啓次は、当社常勤監査役（後記参照）ならびに子会社 
日信電子サービス株式会社（東証二部コード番号４７１３）の監査役（平成１８年 
６月２７日付）に就任する予定であります。 

 
【２．役員人事】 
 
（１）新任取締役候補 
   長澤 孝人 （現 常務執行役員 総務・人事担当） 

平成１８年６月２８日開催予定の当社第１２３回定時株主総会をもって就任する 
予定であります。 

 
（２）退任取締役 
   河西 啓次 前記「１．代表取締役の異動」に記載のとおりであります。 
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（３）新任監査役候補 
常勤監査役 河西 啓次 （現 代表取締役 専務取締役 最高財務責任者） 
平成１８年６月２８日開催予定の当社第１２３回定時株主総会をもって就任する 
予定であります。 

 
（４）退任予定監査役 

外山 榮一 （現 常勤監査役） 
平成１８年６月２８日開催予定の当社第１２３回定時株主総会終結の時をもって、 
監査役を退任いたします。また、同日付で当社顧問に就任する予定であります。 

 
（５）取締役および監査役の体制 

上記内容により、平成１８年６月２８日開催予定の当社第１２３回定時株主総会およ

びその後に開催される取締役会、監査役会において、以下の役員体制とする予定です。 
氏 名 役 職 名 

西村 和義 代表取締役 取締役社長 
若尾  勝 取締役 
星野 武彦 取締役 
降 洋平 取締役 
長澤 孝人 取締役／新任 
小林  喬 取締役（社外取締役） 
河西 啓次 常勤監査役／新任 
森田惣五郎 常勤監査役 
池原冨貴夫 監査役（社外監査役） 
末 啓一郎 監査役（社外監査役） 

 
（６）執行役員人事 

当社は執行役員制度を導入しており、平成１８年６月２８日付で以下の執行役員人事 
を行う予定であります。 
 
①昇任執行役員 

         専務執行役員 長澤 孝人（現 常務執行役員） 
         専務執行役員 若尾  勝（現 常務執行役員） 
         専務執行役員 降 洋平（現 常務執行役員） 
         常務執行役員 柏倉 光行（現 執行役員） 
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②新任執行役員 
           執行役員 塚原 資恵（現 総務部長） 
           執行役員 塚本 英彦（現 ＡＦＣ事業部 ＡＦＣ営業部長） 

      執行役員 室井 重治（現 朝日電気株式会社 代表取締役社長） 
 

③退任執行役員 
         常務執行役員 鈴木 正雄 

執行役員 安東 邦夫 
平成１８年６月２７日付で日信電子サービス株式会社

取締役 常務執行役員に就任する予定であります。 
      執行役員 相田 隆一 

 平成１８年６月６日付で朝日電気株式会社 
代表取締役社長に就任する予定であります。 

 
④執行役員担当変更 
前記の執行役員人事により、平成１８年６月２８日付で以下の体制とする予定です。 

新 役 職 名 氏 名 現 役 職 名 

最高執行責任者 
コンプライアンス委員長 西村 和義 最高執行責任者 

 

専務執行役員（昇任） 
総務・経理担当 長澤 孝人 常務執行役員 

総務・人事担当 

専務執行役員（昇任） 
人事・労務・支社・支店担当 若尾  勝 常務執行役員 

経営企画室担当 

専務執行役員（昇任） 
経営企画・ＶＢＣ・業務監査担当 降 洋平 

常務執行役員 
ＡＦＣ事業・ビジョナリー 
ビジネスセンター担当 

常務執行役員 
交通情報システム・情報システム事業 
担当 

小池 保二 
常務執行役員 
生産・業務センター・交通情報

システム事業担当 
常務執行役員 
研究・開発・業務 各センター担当 
最高ＩＴ責任者

星野 武彦 
常務執行役員 
技術・研究センター・開発セン

ター担当 
常務執行役員 
鉄道信号事業担当 大橋 成行 常務執行役員 

鉄道信号事業担当 

常務執行役員 
生産担当 鈴木 勝琉 常務執行役員 

大阪支社担当・大阪支社長 
常務執行役員（昇任） 
ＡＦＣ事業担当 柏倉 光行 執行役員 

ＡＦＣ事業部長 
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執行役員 
関西地区担当、大阪支社長 川田 省二 執行役員 

宇都宮事業所長 
執行役員 
久喜事業所長 麻田 茂和 執行役員 

久喜事業所長 
執行役員 
鉄道信号事業部長 斉藤 安雄 執行役員 

鉄道信号事業部長 
執行役員 
人事部長 小栗  仁 執行役員 

人事部長 
執行役員 
交通情報システム事業部長 堀内 尚寿 執行役員 

交通情報システム事業部長 
執行役員 
経営企画室長 津田 進世 執行役員 

経営企画室長 
執行役員 
情報システム事業部長    （新任）

塚原 資恵 総務部長 

執行役員 
ＡＦＣ事業部長       （新任）

塚本 英彦 ＡＦＣ事業部 
ＡＦＣ営業部長 

執行役員 
宇都宮事業所長       （新任）

室井 重治 朝日電気株式会社代表取締役

社長 
 
 
（７）理事昇格（役員待遇） 平成１８年７月１日付 

金子  正  経理部長 
   松川 公一  研究センター長兼研究センターコア・テクノロジー開発室長兼 

研究センター新規事業・商品開発室長 
 
 

以 上 
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