
 

平成１９年５月１７日 

 

各 位      

 

 会社名    大日本印刷株式会社 

 代表者    代表取締役社長  北島  義俊 

 （コード番号  ７９１２ 東証・大証第１部） 

 問合せ先  広報室長     八木 一郎 
                   ＴＥＬ  ０３－３２６６－２１１１（代表） 

 

 

代表取締役の異動に関するお知らせ 
 

 当社は、平成１９年５月１７日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いた

しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．異動の理由 

   コーポレートガバナンスおよび経営体制の強化を図るため 

 

２．新任代表取締役の氏名および略歴 

   新役職名   代表取締役副社長 （現 専務取締役） 

氏  名   髙波 光一（たかなみ こういち） 

出 身 地   長野県 

最終学歴   昭和３８年３月 信州大学工学部卒業 

生年月日   昭和１５年１２月１９日 

略  歴   昭和３８年４月 当社入社 

         昭和６２年８月 当社取締役 ＣＴＳ事業部ＣＴＳ開発本部長 

         平成 ５年６月 当社常務取締役 

         平成 ９年６月 当社専務取締役 現在に至る 



 

   新役職名   代表取締役副社長 （現 専務取締役） 

氏  名   猿渡 智（さるわたり さとし） 

出 身 地   鹿児島県 

最終学歴   昭和３７年３月 東京大学経済学部卒業 

生年月日   昭和１４年２月２１日 

略  歴   昭和３７年４月 当社入社 

         平成 元年６月 当社取締役 海外事業部長 

         平成 ８年６月 当社常務取締役 

         平成１３年６月 当社専務取締役 現在に至る 

 

 

   新役職名   代表取締役副社長 （現 専務取締役） 

氏  名   山田 雅義（やまだ まさよし） 

出 身 地   東京都 

最終学歴   昭和３８年３月 早稲田大学第一政治経済学部卒業 

生年月日   昭和１５年１０月１９日 

略  歴   昭和３８年４月 当社入社 

         平成 元年６月 当社取締役 ビジネスフォーム事業部長 

         平成 ８年６月 当社常務取締役 

         平成１３年６月 当社専務取締役 現在に至る 

 

３．就任予定日   平成１９年６月２８日 

 

以 上 
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