
 

平成19年５月10日 

各  位 

会 社 名 ＮＥＣフィールディング株式会社 

代表者名 代表取締役執行役員社長  片山  徹 

（コード番号：2322 東証第一部） 

問合せ先 取締役執行役員常務    伊藤 雅明 

TEL：03 (3457) 7153 

 

 

役員の異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成19年５月10日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事（６月20日付）を内定

いたしましたのでお知らせ申し上げます。 

 

記 
１．取締役 （ ）内は現職 
 
（１）新任 

取締役 執行役員常務  高田
たかだ

 孝人
たかと

 （執行役員常務） 

取締役 執行役員    菅野
かんの

  栄
さかえ

 （執行役員） 

社外取締役       森川
もりかわ

 年一
としかず

 （日本電気株式会社執行役員） 

（２）退任 

橋本
はしもと

 航
こう

三郎
ざぶろう

 （取締役 執行役員常務） 

岩波
いわなみ

 利光
としみつ

 （社外取締役、日本電気株式会社執行役員常務） 

 
２．監査役 （ ）内は現職 
 
（１）新任 

常勤監査役      橋口
はしぐち

 隆信
たかのぶ

 （経理部長） 

社外監査役 [非常勤]  池永
いけなが

  薫
かおる

 （日本電気株式会社支配人兼財務内部統制推進部長

兼経理部長） 



（２）退任 

中村
なかむら

 建一
けんいち

 （常勤監査役） 

妹尾
せ お

 賢治
けんじ

 （社外監査役 [非常勤]、日本電気株式会社支配人兼関連企業部長） 

（３）補欠の社外監査役 

瀬越
せごし

 俊
とし

哉
や

 （日本電気株式会社経理部統括マネージャー） 

 
新任役員の経歴は別紙をご参照ください。 
 
（ご参考）退任役員の就任予定 

橋本 航三郎（顧問） 
中村 建一 （嘱託） 

 
（ご参考）取締役および監査役の体制（6月20日付） 

 
代表取締役 執行役員社長 片山  徹 

取締役 執行役員常務 八木 信人 

取締役 執行役員常務 大森 祐三 

取締役 執行役員常務 伊藤 雅明 

取締役 執行役員常務 高田 孝人 

取締役 執行役員 米沢 義博 

取締役 執行役員 菅野  栄 

社外取締役 安井 潤司 

社外取締役 森川 年一 

常勤監査役 吉田 叔弘 

常勤監査役 橋口 隆信 

社外監査役 [非常勤] 板澤 幸雄 

社外監査役 [非常勤] 池永  薫 

 
以上 

 



別紙                                      （1／2） 
 
１．新任取締役 
 

氏  名 高田 孝人（たかだ たかと） 

生年月日 昭和24年 2月14日生 

経  歴 昭和43年11月 当社入社 

平成13年４月 当社パーソナルビジネス推進本部長 

平成15年４月 当社保守ビジネス推進本部長 

平成16年４月 当社保守ビジネス推進本部長 兼パーソナルビジネス推進本部長 

平成17年４月 当社中部支社長 

平成18年４月 当社執行役員 

平成19年４月 当社執行役員常務（現任） 

 

氏  名 菅野 栄（かんの さかえ） 

生年月日 昭和24年 4月10日生 

経  歴 昭和43年４月 当社入社 

平成14年10月 当社経営企画部長代理 

平成16年７月 当社経営企画部長 

平成17年４月 当社マーケティング本部長 

平成18年４月 当社北関東支社長 

平成19年４月 当社執行役員（現任） 

 

氏  名 森川 年一（もりかわ としかず） 

生年月日 昭和24年 9月29日生 

経  歴 昭和45年４月 日本電気株式会社入社 

平成14年４月 同社ＮＥＣソリューションズ第三ソリューション営業事業本部 

リテールソリューション事業部長 

平成15年４月 同社第三ソリューション営業事業本部流通ソリューション事業部長

平成17年４月 同社支配人 兼首都圏営業本部長 

平成18年４月 同社執行役員 兼首都圏営業本部長 

平成19年４月 同社執行役員（現任） 

 



（2／2） 

２．新任監査役 

 

氏  名 橋口 隆信（はしぐち たかのぶ） 

生年月日 昭和24年 2月13日生 

経  歴 昭和47年４月 日本電気株式会社入社 

平成13年４月 同社ＮＥＣネットワークス経理部第二部長 

平成14年11月 広島日本電気株式会社 執行役員 

平成15年９月 広島エルピーダメモリ株式会社 取締役執行役員 

平成16年１月 日本電気株式会社経理部エグゼクティブエキスパート 

平成17年７月 当社経理部長（現任） 

 

氏  名 池永 薫（いけなが かおる） 

生年月日 昭和24年 7月22日生 

経  歴 昭和48年 4月 日本電気株式会社入社 

平成12年12月 同社コーポレート経理部経理システム統括マネージャー 

平成14年 7月 同社ＮＥＣソリューションズ経理部長 

平成15年 4月 同社ＳＩ事業推進企画本部統括マネージャー 

平成16年 4月 同社経理部長 

平成19年 4月 同社支配人兼財務内部統制推進部長兼経理部長（現任） 

 

 

３．補欠の社外監査役 

 

氏  名 瀬越 俊哉（せごし としや） 

生年月日 昭和34年 1月29日生 

経  歴 昭和57年4月 日本電気株式会社入社 

平成13年6月 同社コーポレート経理部主計室長 

平成15年4月 同社経理部主計室長 

平成18年4月 同社経理部統括マネージャー（現任） 

 

以上 


