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取締役候補者の決定に関するお知らせ 
 

 

株式会社日立システムアンドサービス（コード番号：3735）は、本日開催の指名委員会にて     

平成20年6月20日開催予定の定時株主総会に提案する取締役候補者を下記のとおり決定いたしましたの

で、お知らせいたします。 
記  

 
1. 取締役候補者 

取締役会長(社外) 桑田 芳郎 〔現 株式会社日立ハイテクノロジーズ取締役会長〕（新任） 

取締役 三好 崇司 〔現 執行役副社長〕（新任） 

取締役 眞木 正喜   〔現 執行役専務〕（新任） 

取締役 新美 雅文 〔現 執行役常務〕（新任） 

取締役 林  邦雄 〔現 取締役〕 

取締役(社外) 久野 勝邦 〔現 取締役〕 

取締役(社外) 蓮沼 和彦 〔現 取締役〕 
 

新任予定の取締役候補者 4名の略歴は別紙のとおりです。 

 

2．退任予定取締役 
 前田 正博 〔現 取締役会長〕 

 中村 博行 〔現 代表執行役 執行役社長 兼 取締役〕 

 奥村   竱 〔現 取締役〕 

 小島 一翁   〔現 取締役〕 

 

3.ご参考  

 現執行役副社長 三好 崇司は、2008年6月20日開催予定の株主総会終了後に開催される取締役会にて   

代表執行役 執行役社長に選任される予定です。2008年6月20日以降の執行役体制は次のとおりとなります。 

 

代表執行役 
三好 崇司* 

執行役社長  

執行役専務 眞木 正喜* 企画本部長 

執行役常務 丸山 愼平 営業統括本部長 

執行役常務 斉木 吉彦 第三事業グループ長 

執行役常務 浅井 新二 第二事業グループ長 

執行役常務 井上 晴 中部支社長 関西支社長 

執行役常務 清水 髙年 第一事業グループ長 

執行役常務 吉岡 和夫 財務本部長 

執行役常務 新美 雅文* 人事総務本部長 

執行役 服部 光三 営業統括本部 副本部長 

執行役 石井 清 第三事業グループ 副事業グループ長 

執行役 小川 正史 第一事業グループ 副事業グループ長 

執行役 村本 眞治 第二事業グループ 副事業グループ長 

執行役 楊井 博 調達本部長 

*を付した者は、取締役を兼務する予定です。

  1 以上 
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【別紙】新任取締役候補者の略歴 

 

1961年  6月 株式会社日立製作所 入社 
1992年  7月 同社 海外事業推進本部長 
1993年  6月 同社 取締役 
1995年  6月 同社 常務取締役 
1997年  6月 同社 専務取締役 
1999年  4月 同社 代表取締役 取締役副社長 
2002年  9月 株式会社日立ハイテクノロジーズ 代表取締役 取締役会長  

兼 取締役社長 
2003年  6月 株式会社日立製作所 代表執行役 執行役副社長 兼 取締役 

株式会社日立ハイテクノロジーズ 取締役会長 兼 代表執行役 
2004年  4月 株式会社日立製作所 取締役 
2005年  6月 株式会社日立メディコ 取締役 
2007年  ４月 株式会社日立ハイテクノロジーズ 取締役会長（現在） 

桑田 芳郎 
（くわた よしろう） 
1936年9月1日生 

2007年  6月 株式会社日立メディコ 取締役会長（現在） 
1970年  4月 株式会社日立製作所 入社 
1995年  12月 同社 オフィスシステム事業部 経理部長 
2000年   1月 同社 金融・流通システムグループ次長 兼 財務部長 
2001年  4月 同社 半導体グループ 財務本部長 
2002年  6月 同社 財務一部長 
2003年  6月 同社 執行役 財務部門長 兼 財務一部長 
2004年  4月 同社 執行役専務 財務部門長 兼 財務一部長 
2004年  6月 同社 取締役 執行役専務 財務部門長 兼 財務一部長 
2006年  4月 同社 取締役 代表執行役 執行役副社長 
2007年  4月 同社 取締役 
2007年  6月 日立グローバルストレージテクノロジーズ社 取締役会長 

三好 崇司 
（みよし たかし） 

1947年9月25日生 

2008年  4月 当社 執行役副社長（現在） 
1970年  4月 株式会社日立製作所 入社 
2000年  1月 同社 金融・流通システムグループ 海外SI事業推進統括センタ長

2000年  11月 日立データシステムズソリューションズホールディングCORP. 
社長＆CEO 

2003年  6月 当社 執行役員 オープンソリューション事業部長 
2004年  6月 当社 執行役 企画本部長 
2005年  6月 当社 執行役常務 企画本部長   

兼 ネットワーク・セキュリティソリューション事業部長 

眞木 正喜 
（まき まさよし） 

1947年9月29日生 

2008年  4月 当社 執行役専務 企画本部長(現在) 
1973年  4月 株式会社日立製作所 入社 
2002年  4月 同社 情報・通信グループ 総務本部長 
2005年  4月 当社 執行役常務付 
2005年  6月 当社 執行役 人事総務部長 
2007年  4月 当社 執行役 人事総務本部長 

新美 雅文 
（にいみ まさふみ） 
1951年2月18日生 

2008年  4月 当社 執行役常務 人事総務本部長（現在） 
 


