
平成21年2月26日
各　　　位

会   社   名    日本ペイント株式会社
 代 表 者 名    取締役社長      松浦   誠

 (コード番号：4612  東証、大証、名証第一部)
問 合 せ 先    取締役常務執行役員管理本部長

     馬場   良一
(TEL 06-6455-9153)

    当社は、平成21年2月26日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動および

  役員の異動について決定しましたので、お知らせいたします。

１．異動の理由

  平成21年4月1日以降の新体制決定に伴なう異動であります。

２．代表取締役の異動(平成21年4月1日付)

氏名 駐在地 駐在地

酒井　健二 本社 本社

馬場　良一 本社 本社

３．役員の異動(平成21年4月1日付)

氏名 駐在地 駐在地

安藤　善夫 東京 東京

山根  芳樹 本社 本社

上野　裕章 本社 本社

４．役員の委嘱変更(平成21年4月1日付)

氏名 駐在地 駐在地

森田　俊明 本社 本社

代表取締役の異動(役員の異動を含む)について

記

旧職及び担当

代表取締役　専務執行役員
自動車塗料事業本部長、
ﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ管掌

取締役　常務執行役員
管理本部長

旧職及び担当

取締役　常務執行役員
工業用塗料事業本部長、
営業管掌、汎用塗料事業本部・
ＥＡＤ事業推進部　管掌

取締役　執行役員
購買本部長

取締役　専務執行役員
汎用塗料事業本部長、営業管掌、
ｵｰﾄﾘﾌｨﾆｯｼｭ事業部・
ＥＡＤ事業推進部・販売管理部・
お客さまｾﾝﾀｰ　管掌

取締役　常務執行役員
自動車塗料事業本部長、技術管掌

取締役　常務執行役員
国際本部長、国際管掌

取締役　執行役員
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略企画部長

新職及び担当

代表取締役　社長

代表取締役　専務執行役員
調達本部・管理本部・人事本部・
戦略企画部　管掌

新職及び担当

取締役　執行役員
生産本部長、
環境品質本部・大阪事業所　管掌

取締役　執行役員
生産本部長、
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ、
環境品質本部　管掌

新職及び担当 旧職及び担当
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５．退任予定取締役

新職

(平成21年4月1日付)

松浦　誠 取締役 非常勤相談役に就任予定

木本　浩一 取締役 非常勤顧問に就任予定

小原　孝文 取締役

末永　博義
取締役
日本ビー・ケミカル
（株）社長

６．新任取締役候補者(平成21年6月26日付予定)

氏名

利光　哲也

７．執行役員の異動(平成21年4月1日付)

氏名 駐在地 駐在地

村上　良一 中国 中国

西島　寛治 本社 寝屋川

８．執行役員の委嘱変更(平成21年4月1日付)

氏名 駐在地 駐在地

利光　哲也 東京 東京

奥出　芳隆 寝屋川 愛知

山本　聡
ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ

ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ

橘　　佳樹 本社 本社

青木　啓 東京 寝屋川

退任
氏名

新職及び担当 旧職及び担当

代表取締役　社長

代表取締役　専務執行役員
国際管掌、ｻｰﾌ事業部・
ﾌｧｲﾝﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ事業部・
Ｒ＆Ｄ本部　管掌

取締役　執行役員
ｵｰﾄﾘﾌｨﾆｯｼｭ事業部長、
東京事業所　管掌

取締役
日本ビー・ケミカル（株）社長
プラスチック事業管掌

旧職及び担当

執行役員
Nippon Paint(China)Co.,Ltd.
副総裁

執行役員
ﾌｧｲﾝﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ事業部長

旧職及び担当
(平成21年6月26日付予定)

退任

退任

執行役員
汎用塗料事業本部　副事業本部長

新職及び担当

常務執行役員
Nippon Paint(China)Co.,Ltd.
副総裁

常務執行役員
人事本部長、
ﾌｧｲﾝﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ事業部管掌

執行役員
Ｒ＆Ｄ本部　副本部長

執行役員
ｻｰﾌ事業部長

執行役員
自動車塗料事業本部　副事業本部長
兼　同電着塗料技術部長

執行役員
Nippon Paint(Singapore)Co.,Pte.,Ltd.
駐在

執行役員
汎用塗料事業本部長
兼　同企画部長

執行役員
Ｒ＆Ｄ本部長、
寝屋川事業所　管掌

執行役員
工業用塗料事業本部長、
ｻｰﾌ事業部・東京事業所　管掌

執行役員
Ｒ＆Ｄ本部長、
寝屋川事業所　管掌

執行役員
国際本部　副本部長

新職 旧職

執行役員取締役　執行役員

 
2



９．新任の執行役員(平成21年4月1日付)

氏名 駐在地 駐在地

平   坂男 愛知 愛知

中村 英朗 本社 本社

石原 良治 寝屋川 寝屋川

大石 雅夫 東京 寝屋川

上岡 　晃 本社 本社

１０．執行役員の退任(平成21年3月31日付)

氏名

小田　省司

以  上

非常勤顧問

ｵｰﾄﾘﾌｨﾆｯｼｭ事業部　技術部長

執行役員
管理本部長　兼　同総務部長

旧職及び担当

管理本部　総務部長

新職及び担当

執行役員
自動車塗料事業本部　副事業本部長
兼　同中上塗料技術部長、
ﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ　管掌

執行役員
生産本部　副本部長

執行役員
ﾌｧｲﾝﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ事業部長

自動車塗料事業本部　中上塗料技術部長

生産本部　副本部長
兼　同生産企画部長

ﾌｧｲﾝﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ事業部　副事業部長

旧職

執行役員　自動車塗料事業本部付

新職

執行役員
ｵｰﾄﾘﾌｨﾆｯｼｭ事業部長
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代表取締役社長の略歴 

新役職名 代表取締役社長  

氏名  酒井 健二 (さかい けんじ)  

生年月日  昭和２２年６月９日  

年齢  ６１歳  

出身地  山口県  

学歴  昭和４８年３月 広島大学大学院 工学研究科 修了  

職歴  昭和４８年４月 日本ペイント株式会社入社 

 平成１３年６月 理事 

 平成１４年４月 日本ファインコーティングス株式会社代表取締役社長 

 平成１６年４月 執行役員 

 平成１７年６月 取締役執行役員 

 平成１９年４月 自動車塗料事業本部長、デザインセンター管掌(現在) 

 平成１９年６年 代表取締役専務執行役員(現在) 

以 上 
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代表取締役専務執行役員の略歴 

新役職名 代表取締役専務執行役員  

氏名  馬場 良一 (ばば りょういち)  

生年月日  昭和２５年１月２３日  

年齢  ５９歳  

出身地  福岡県  

学歴  昭和４８年３月 山口大学経済学部卒業 

職歴  昭和４８年４月 日本ペイント株式会社入社 

 平成１５年４月 理事 

 平成１６年４月 執行役員 

 平成１７年６月 取締役執行役員  

 平成１９年６月 取締役常務執行役員 

 平成２０年４月 取締役常務執行役員 管理本部長(現在) 

以 上 
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