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   平成 21 年 4 月 17 日 

各  位 
会 社 名  ノーリツ鋼機株式会社 
代   表   者   代表取締役社長 兼 CEO  茶山 幸彦 

（コード番号 7744 東証・大証 第 1 部） 
問 合 せ 先   総務広報グループ 河崎・根木 

（  TEL    073‐454‐0307 ） 
 
 
「役員の異動」に関するお知らせ（取締役および監査役候補者について） 

 
 

ノーリツ鋼機株式会社（ 本社：和歌山市梅原 ）は、平成 21 年 4 月 17 日開催の取締役会

において、平成 21 年 6 月 26 日開催予定の「第 54 期 定時株主総会」に下記のとおり役員

の異動について付議することを決議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 
 （再任予定） 
   取締役    茶山 幸彦 （現 代表取締役社長兼 CEO） 
   取締役    吉田 広務 （現 取締役） 
   社外取締役  前田 正広 （現 社外取締役） 
   
（新任予定） 

 取締役    森本 治平 （元 常務取締役 現 特別顧問） 
 取締役    西本 博嗣 

 
２．監査役候補者 
（再任予定） 

   監査役    中村 純一 （現 常勤監査役） 
 
（新任予定） 

 監査役    大島 正幸  （現 執行役員 営業本部長兼営業本部営業管理部 GM） 
 「GM」はゼネラルマネージャー（部長級）の略称。 

 
３．異動予定日 
   平成 21 年 6 月 26 日 
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４．候補者の略歴 

 
 

 

 

 

 

 

氏  名 

(生年月日) 
略歴及び他の会社の代表状況 

 

茶 山 幸 彦 

(昭和22年9月28日生) 

昭和46年 ７月    (株)富士銀行(現(株)みずほフィナンシャル 
グループ)入行             

平成 ８年 ７月    同行米州部長(米国ニューヨーク)    
平成12年 ６月    同行執行役員・チーフ IRオフィサー 
平成13年 ６月    セイコーインスツルメンツ(株) 

 (現セイコーインスツル(株))入社 常務執行役員 
平成15年 ６月    同社代表取締役社長       
平成19年 ６月    ヤフー(株) 常勤監査役 
平成19年11月    夢の街創造委員会(株) 監査役  
平成20年 ６月    当社代表取締役社長兼CEO(現任) 
 

吉 田 広 務 

(昭和20年5月21日生) 

昭和44年 ４月    三菱商事(株)入社 
平成 ７年 ２月    同社情報産業企画部長 
平成 ９年 ４月    同社情報産業総括部長兼情報産業事業統轄部長 
平成 ９年 ６月    ネットワンシステムズ(株) 取締役 
平成 ９年10月    三菱商事(株) 参与 情報産業担当役員補佐兼 

情報産業事業統轄部長 
平成12年 ４月    三菱事務機械(株) 常務取締役 
平成13年 ４月    三菱商事(株) 情報産業グループ監査室長 
平成15年 ５月    同社新機能事業グループ監査室長 
平成15年 ６月    ネットワンシステムズ(株) 監査役(現任) 
平成15年 ６月   当社監査役 
平成16年 ６月    当社取締役 
平成20年 ６月    当社取締役(現任) 
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氏  名 

(生年月日) 
略歴及び他の会社の代表状況 

前 田 正 宏 

(昭和32年7月15日生) 

昭和56年 ３月    監査法人トーマツ入社 
昭和62年 ７月    デロイト・トウシュ・トーマツサンフランシスコ 

事務所 
平成 ３年 １月    公認会計士・税理士古本正事務所(現税理士法人 

トーマツ)へ移籍 
平成12年 １月    公認会計士・税理士前田正宏事務所代表(現任) 
平成12年 ２月    (株)マース・タックスコンサルティング  

代表取締役(現任) 
平成14年 ６月    (株)ロプロ 監査役 
平成16年 ６月    当社監査役 
平成17年 ２月    (株)リバイバルサポート 代表取締役(現任) 
平成17年 ６月    当社取締役(現任) 
平成18年 ７月    (株)クリスタル(現ラディアホールディングス・ 

プレミア(株)) 取締役 
平成20年10月    (株)アイ・テイ・シー 代表取締役(現任) 
平成21年 ２月    (株)ロプロ 代表取締役(現任) 
 

森 本 治 平 

(昭和９年３月16日生) 

昭和28年 ４月   和歌山県警察官拝命 
平成 ３年 ３月   当社入社 
平成 ３年 ６月   総務部長 
平成 ３年 ６月   取締役総務部長 
平成 ５年 ８月   取締役総務部長兼監査室長 
平成 ６年 ４月   取締役総務部長 
平成 ８年 ６月   常務取締役総務部長 
平成13年 ９月   常務取締役総務部長兼安全保障貿易管理部長 
平成15年 ６月   常務取締役管理統括兼安全保障貿易管理部長 
平成17年 ６月   顧問 

平成18年 ６月   特別顧問(現任) 
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氏  名 

(生年月日) 
略歴及び他の会社の代表状況 

西 本 博 嗣 

（昭和45年10月20日生） 

平成 ５年 ４月   当社入社 

平成17年11月   西本興産(株) 出向 
平成17年11月   (株)未来 出向 常務取締役 
平成18年12月   当社退社 
平成19年 １月   西本興産(株) 取締役 
平成19年 ２月   未来環境開発研究所(株) 取締役(現任) 
平成19年 ４月   ミックスライティング(株)設立 

代表取締役社長(現任) 
平成20年 ４月   西本興産(株) 専務取締役 
平成21年 ２月   (株)島根電子今福製作所 社外取締役(現任) 
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氏  名 

(生年月日) 
略歴及び他の会社の代表状況 

中 村 純 一 

(昭和20年12月11日生) 

昭和39年 ３月    当社入社 
平成 ３年 ６月    取締役生産管理部長兼資材管理部長 
平成 ４年 １月    取締役製造第二部長 
平成 ５年 ４月    取締役生産本部長兼製造第一部長兼製造第二部長 
平成 ６年 ４月    取締役生産本部長兼製造第一部長兼製造第三部長 
平成 ７年 ４月    取締役生産本部長兼製造第一部長 
平成10年 ４月    取締役生産本部長 
平成16年 ６月    執行役員技術サービス部長 
平成17年 ６月    監査役 
平成20年 ６月    常勤監査役(現任) 
 

大 島 正 幸 

（昭和22年４月11日生） 

昭和46年 ４月    松下電器産業(株)入社 
平成 ２年10月    同社電化本部掃除機事業部海外部長代理 
平成 ３年 ４月   同社掃除機事業部海外部長 
平成 ６年12月   アメリカ松下ホームアプライアンス社 出向 

副社長 
平成 ９年 ５月   松下電器産業(株) 管球事業部企画部長 
平成11年 ４月   松下電子工業(株) 照明社管球事業部営業企画部長 
平成13年 ４月   松下電器産業(株) 照明社海外推進グループ 

マネージャー 
平成14年 ４月   同社照明社海外グループマネージャー 
平成17年 ９月   当社入社 

海外営業本部参与 
平成17年12月   執行役員米州事業統括本部長 
平成18年 ７月   執行役員海外営業本部長 
平成21年 ４月   執行役員営業本部長兼営業本部営業管理部 

ゼネラルマネージャー(現任) 
 

 

 
 
 
 
 
 

    以 上      


