
                 平成１８年１０月３１日 
各  位 

会社名    コマツ電子金属株式会社 
代表者名   代表取締役社長 阿部 隆司 
（コード番号 ５９７７ 東証第二部） 
問合せ先   取締役兼常務執行役員 

総務部長 浅野 俊寿 
（ＴＥＬ．０３－５５６１－３３６１） 

 

役員人事に関するお知らせ 

 
 当社は、平成１８年１０月３１日開催の取締役会において、役員人事を内定いたしましたので、下 
記のとおりお知らせいたします。 
 当社は、平成１８年１０月１８日から株式会社ＳＵＭＣＯ（コード番号３４３６ 東証第一部）の 
連結子会社となりましたが、これを機に経営陣の一部交代を行い、ＳＵＭＣＯグループの一員として 
新たな経営体制で社業の発展を目指すものであります。 
 

記 
 
【１】臨時株主総会付議人事（平成１８年１２月２２日開催予定） 
〔１〕取締役人事（役位は臨時株主総会終了後の取締役会にて決定） 

臨時株主 
総会付議 

役 位 氏  名 

 
新 任 

副社長執行 
役員 
 

（現）顧問 
廣瀬  豊（ひろせ ゆたか）      株式会社ＳＵＭＣＯ 
                    取締役・専務執行役員 

 
新 任 

 
（非常勤） 

                 （現）株式会社ＳＵＭＣＯ 
村松 祐一（むらまつ ゆういち）    取締役・専務執行役員 
                    営業本部長 

 
新 任 

 
（非常勤） 

                 （現）株式会社ＳＵＭＣＯ 
志田 善明（しだ よしあき）      取締役・専務執行役員 
                    生産・技術本部長 

 
【退任予定取締役】（臨時株主総会終結の時をもって辞任） 

役 位 氏  名 

 
－ 

                 （現）株式会社小松製作所 
藤塚 主夫（ふじつか みきお）     執行役員 
                    経営企画室副室長 

 
－ 

                 （現）株式会社小松製作所 
鈴木 康夫（すずき やすお）      取締役兼常務執行役員 
                    経営企画室長 

 
 



 
〔２〕監査役人事 

臨時株主総会 
付議 

氏  名 

新 任 
（社外監査役） 

（現）株式会社ＳＵＭＣＯ 
彌永 一二三（やなが かずふみ）    取締役・常務執行役員 
 

新 任 
（社外監査役） 

（現）株式会社ＳＵＭＣＯ 
角谷 英美（すみや ひでみ）      常務執行役員 

新 任 
（社外監査役） 

                 （現）株式会社ＳＵＭＣＯ 
飯田 文雄（いいだ ふみお）      常勤監査役 
 

 
【退任予定監査役】（臨時株主総会終結の時をもって辞任） 

 氏  名 

 
（社外監査役） 

                 （現）株式会社小松製作所 
淵上 正朗（ふちがみ まさお）     執行役員 
                    研究本部長 

 
（社外監査役） 

                 （現）株式会社小松製作所 
中村  眞（なかむら まこと）     常勤監査役 
 

 
（社外監査役） 

（現）株式会社小松製作所 
山根 宏輔（やまね こうすけ）     財務部長 
 

 
 
【２】〔参考〕取締役並びに監査役 新任候補者略歴 
〔１〕新任取締役候補者略歴 
 
    廣瀬  豊（ひろせ ゆたか） 

昭和２１年 ６月２７日生 

昭和４４年 ４月 住友金属工業株式会社 入社 

平成１２年 ６月 同社常務執行役員 

 株式会社シリコン ユナイテッド マニュファクチュアリング 

（現 株式会社ＳＵＭＣＯ）監査役 

平成１４年 ２月 三菱住友シリコン株式会社 

（現 株式会社ＳＵＭＣＯ）常務取締役 

平成１６年 ４月 同社専務取締役 

平成１７年 ４月 同社取締役・専務執行役員（現任） 

平成１８年１０月 当社顧問（現任） 

 
 



    村松 祐一（むらまつ ゆういち） 
昭和２０年 ６月２４日生 

昭和４４年 ４月 三菱金属鉱業株式会社（現 三菱マテリアル株式会社）入社 

平成１２年 ６月 三菱マテリアルシリコン株式会社 取締役 

平成１３年 ６月 株式会社シリコン ユナイテッド マニュファクチュアリング 

（現 株式会社ＳＵＭＣＯ）取締役 

平成１４年 ２月 同社常務取締役 

平成１６年 ４月 同社専務取締役 

平成１７年 ４月 同社取締役・専務執行役員（現任） 

平成１８年 ３月 同社営業本部長（現任） 

 
 
    志田 善明（しだ よしあき） 

昭和２２年 ３月２７日生 

昭和４６年 ４月 住友金属工業株式会社 入社 

平成１３年 ６月 同社技監 

平成１６年 ４月 三菱住友シリコン株式会社 

（現 株式会社ＳＵＭＣＯ）統括 

平成１７年 ４月 同社常務執行役員 

平成１８年 ３月 同社専務執行役員、生産・技術本部長（現任） 

平成１８年 ４月 同社取締役（現任） 

 
 
〔２〕新任監査役候補者略歴 
 
    彌永 一二三（やなが かずふみ） 

昭和２７年 ３月 ７日生 

昭和４９年 ４月 三菱金属株式会社（現 三菱マテリアル株式会社）入社 

平成１５年 ４月 三菱住友シリコン株式会社 

（現 株式会社ＳＵＭＣＯ）企画室長 

平成１７年 ４月 同社執行役員 

平成１８年 ３月 同社常務執行役員（現任） 

平成１８年 ４月 同社取締役（現任） 

 
 

角谷 英美（すみや ひでみ） 
昭和２６年 １月 ４日生 

昭和４９年 ４月 住友金属工業株式会社 入社 

平成１４年 ２月 三菱住友シリコン株式会社 

（現 株式会社ＳＵＭＣＯ）グループ事業部長 

平成１５年 ４月 同社経営管理部長 

平成１７年 ４年 同社執行役員 

平成１８年 ３月 同社常務執行役員（現任） 

 
 



 
    飯田 文雄（いいだ ふみお） 

昭和２１年 １月 １日生 

昭和４４年 ４月 三菱金属鉱業株式会社（現 三菱マテリアル株式会社）入社 

平成 ９年１１月 同社監査室長 

平成１１年 ７月 株式会社シリコン ユナイテッド マニュファクチュアリング 

（現 株式会社ＳＵＭＣＯ）常勤監査役 

平成１４年 ２年 ジャパンスーパークォーツ株式会社 取締役 

平成１５年 １月 同社常務取締役 

平成１６年 ４月 三菱住友シリコン株式会社 

（現 株式会社ＳＵＭＣＯ）常勤監査役（現任） 

 
 
 

以 上 


