
 
平成 19 年 6 月 28 日 

 
各位 
  
 
                     会 社 名 株式会社ディーアンドエムホールディングス 
                      代表者名   代表執行役 CEO エリック・シー・エヴァンズ 
                                                      （コード番号 ６７３５ 東証第１部） 

問い合せ先 執行役 CFO 石橋 善一郎 
ＴＥＬ      ０４４－６７０－１１１１ 

    

 

代表執行役の異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成 19 年 6 月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり代表執行役の異動について

決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 異動の理由 

任期満了による退任・選任 

 

２． 退任代表執行役の氏名 

株本 辰夫（代表執行役兼共同ＣＥＯを退任後、相談役に就任） 

 

３． 退任日 

平成 19 年 6 月 28 日 

 

◆ 添付資料 

代表執行役一覧、及び報道資料 

以上 



 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 所有株式数

昭和56年８月 ベイン＆カンパニー入社 マネジ

メント・コンサルタント 

昭和58年１月 エヴァンズ・カンパニー 社長 

昭和62年11月 米エマソン社 コープランド・海

外事業部 バイスプレジデント 

平成６年６月 同社 冷暖房空調設備グループ

シニア・バイスプレジデント 

コープランド社 CFO 

平成９年11月 米エマソン社 海外事業部門 プ

レジデント 

平成10年８月 同社 グループ・バイスプレジデ

ント 

コープランド社 住宅空調設備事

業部門プレジデント 

平成16年１月 米ディーボルド社 取締役兼社長

COO 

平成18年４月 当社 代表執行役共同CEO 

取締役 代表執行役CEO
エリック・シー・

エヴァンズ 
昭和27年10月22日生

平成18年６月

 

 

平成19年６月

当社 取締役会会長兼代表執行役

共同CEO 

当社指名委員 

当社 取締役会会長兼代表執行役

CEO（現任） 

当社報酬委員（現任） 

― 

昭和54年８月

昭和62年４月

 

平成３年９月

JVCアメリカ入社 

同社オーディオ事業部 シニア・

バイスプレジデント 

ソニーコーポレーション・ホーム

オーディオ事業部 バイスプレジ

デント 

平成６年５月 同社ホームオーディオ＆ビデオ事

業部 シニア・バイスプレジデン

ト 

平成９年５月

 
同社ホームエンターテイメントプ

ロダクトカンパニー プレジデン

ト 

平成12年５月 同社ソニーエレクトロニクス・シ

ニア・バイスプレジデント兼マー

ケティング・オフィサー 

平成16年１月

 
当社代表執行役社長COO 

平成16年６月

 

平成18年６月

当社取締役兼代表執行役社長COO

（現任） 

当社報酬委員 

 
 
 
 
 
 
 

取締役 
 
 
 
 
 
 
 
 

代表執行役社長
兼COO 

ヴィクター・ジェ
イ・ペイコー 

昭和32年1月27日生

平成19年６月 当社指名委員（現任） 

― 

 



 
2007年6月28日 報道資料 

株式会社ディーアンドエムホールディングス 
                                        代表執行役 CEO     エリック･C･エヴァンズ 

（コード番号 ：6735     東証第 1 部） 
                                        （問合せ先）執行役 CSO 本村直之 

                                                      (ＴＥＬ：044-670-1111) 
 

役員人事についてのお知らせ 
 
 

株式会社ディーアンドエムホールディングス（東証 1 部：6735、以下「ディーアンドエム」）は平成 19 年

6 月 28 日の定時株主総会及び取締役会を経て、役員人事を決定いたしましたので、以下の通りお知

らせいたします。 
 
【新役員体制】 
1. 取締役及び執行役 

 （新）  （旧） 
再任 
（共同CEO
→CEO） 

取締役会会長兼代表執行役
CEO 

エリック・シー・エヴァンズ 取締役会会長兼代表執行役

共同CEO 

再任 取締役兼代表執行役社長
COO 

ヴィクター・ジェイ・ペイコー 取締役兼代表執行役社長
COO 

再任 取締役兼執行役 佐藤  卓 取締役兼執行役 
再任 取締役 ヘルマン・ジー・デハーン 取締役 
再任 取締役 本多 慶行 取締役 
再任 取締役 イー・ウィリアム・ベームラー 取締役 
新任 取締役 リチャード・シレフス - 
新任 取締役 富村 隆一 - 
新任 取締役 ブラッド・ディー・ペロー - 
再任 執行役 本村 直之 執行役 
再任 執行役CFO 石橋善一郎 執行役CFO 
新任 執行役 市川 博文 - 
新任 執行役 ボブ・ワイスバーグ - 
新任 執行役 ニック・イスバウツ - 
    
退任  ジェフリー・エム・ヘンドレン 取締役(2006/11/30退任) 
退任  ピーター・イー・バーガー 取締役(2007/  2/28退任) 
退任  フランク・エー・ベーカー 取締役(2007/  2/28退任) 
退任  株本 辰夫 取締役兼代表執行役共同

CEO   （2007/  6/28退任） 
相談役に就任（同日付） 

退任  淺野 恭文 執行役（2007/  6/28退任） 
 

2. 各種委員会の委員 
(1) 指名委員会：ヴィクター・ジェイ・ペイコー、富村隆一、ブラッド・ディー・ペロー 
(2) 監査委員会：本多慶行、イー・ウィリアム・ベームラー、ヘルマン･ジー･デハーン 
(3) 報酬委員会： エリック･シー･エヴァンズ、イー・ウィリアム・ベームラー、リチャード・シレフス 
 
 



ディーアンドエムホールディングスについて 

株式会社ディーアンドエムホールディングス（東証１部：6735）は、神奈川県川崎市に本社があり、傘

下にデノン、マランツ、マッキントッシュ、ボストン・アコースティックス、スネル・アコースティックス、D&M
プロフェッショナル、D&Mプレミアム・サウンド・ソリューションズ、デノンDJ、リプレイTV、エシェントを擁

します。各ブランドはホームシアター、家庭用、車載用あるいは業務用の高級オーディオ／ビジュアル

製品の製造と販売で長年に渡る経験を持ち、世界の業界をリードしています。詳細については 
http://www.dm-holdings.com をご覧下さい。 

 

本資料中の株式会社ディーアンドエムホールディングスに関する記述のうち、歴史的事実に関するも

の以外の記述には、同社に発生する将来の出来事または同社の業績に関する、将来予測に基づく記

述が含まれています。これらの記述はあくまで予測であり、実際の出来事または業績とは大きく異なる

ことがあることをご忠告いたします。将来予測に基づく記述には、買収企業の統合、競合や業界の状

況、目標コスト削減プログラム、同社製品に対する市場の反応、技術の変化、今後確立される業界標

準、同社の事業に関するその他の要因を取り巻く、いくつかのリスクや不確実性が伴います。 

 

### 

http://www.dm-holdings.com/



