
（財）財務会計基準機構会員  
 平成 21 年５月 28 日 

各  位 

 

 

 
 

 

 

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ 
 

当社は本日開催の取締役会決議により、平成 21 年１月 13 日付で株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

（以下ＮＴＴデータ）との間で締結しました資本業務提携契約に基づき、下記のとおり代表取締役等の

選任について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、代表取締役候補、役員候補の選任に

つきましては、正式には平成 21 年６月 26 日開催予定の第 18 期定時株主総会において、また取締役の役

付および常勤監査役の選定については、同株主総会後に開催される取締役会、監査役会においてそれぞ

れ決議される予定です。 

 
記 

１． 選任代表取締役等 

(1) 代表取締役候補 

 
(2) 役員候補 

氏名 新役職名 現役職名 

小林 親一 専務取締役 当社 専務取締役（現任） 

茂谷 武彦 取締役 当社 取締役（現任） 

坂本 洋介 取締役 当社 取締役（現任） 

山田 英司 取締役（非常勤） NTT データ 執行役員 金融ビジネス事業本部長 

西村 和浩 取締役（非常勤） 

NTT データ 金融ビジネス事業本部都銀ビジネスユニット長 

金融ビジネス事業本部資金証券ビジネスユニット長兼務 

金融ビジネス推進部部長兼務 

佐藤 哲 取締役（非常勤） NTT データ 金融ビジネス推進部戦略室長 

吉村 洋史 取締役（非常勤） NTT データ 金融ビジネス事業本部企画部長 

會田 寛 常勤監査役 
エヌ・ティ・ティ・データ・ネッツ株式会社  

代表取締役常務 

会 社 名 株式会社エックスネット 

代 表 者 名 代表取締役社長 鈴木 邦生 

（コード番号 ４７６２ 東証第一部） 

問 合 せ 先 専務取締役 小林 親一 

（TEL ０３－５３６７－２２０１） 

氏名 新役職名 現役職名 

鈴木 邦生 代表取締役社長 当社 代表取締役社長（現任） 

寺山 和久 代表取締役副社長 
エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社 

取締役 資金証券システム事業部長 
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（財）財務会計基準機構会員  
２． 退任役員 

氏名 現役職名 

鈴木 雄一郎 監査役（非常勤） 

※平成 21 年 6 月 26 日開催予定の第 18 期定時株主総会の終結をもって退任予定 

 
３．新任代表取締役および役員の略歴 

 寺山 和久 （てらやま かずひさ） 

 生年月日 昭和 25 年４月５日 

 経 歴 

 

 

 

 

 

昭和 48 年４月 

昭和 63 年７月 

 
平成 15 年４月 

 
平成 15 年６月 

日本電信電話公社入社 

エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現 NTT データ） 

金融システム事業部担当部長 

エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社 

資金証券システム事業部長 

同社 取締役 資金証券システム事業部長（現任） 

                    

山田 英司 （やまだ えいじ） 

生年月日 昭和 30 年７月 18 日 

経 歴 

 

 

昭和 53 年４月 

平成 17 年６月 

平成 20 年７月 

日本電信電話公社入社 

NTT データ 執行役員 人事部長 

同社 執行役員 金融ビジネス事業本部長（現任） 

 

西村 和浩 （にしむら かずひろ） 

生年月日 昭和 36 年 11 月９日 

経 歴 

 

 

昭和 60 年４月 

平成 21 年４月 

 

日本電信電話株式会社入社 

NTT データ 金融ビジネス事業本部都銀ビジネスユニット長 

金融ビジネス事業本部資金証券ビジネスユニット長兼務 

金融ビジネス推進部部長兼務（現任） 

 

佐藤 哲  （さとう てつ） 

生年月日 昭和 40 年３月 16 日 

経 歴 

 

昭和 62 年４月 

平成 21 年４月 

日本電信電話株式会社入社 

NTT データ 金融ビジネス推進部戦略室長（現任） 

      

吉村 洋史 （よしむら ひろふみ） 

生年月日 昭和 40 年５月 18 日 

経 歴 

 

平成２年４月 

平成 21 年４月 

エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現 NTT データ）入社 

同社 金融ビジネス事業本部企画部長（現任） 
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會田 寛 （あいた ひろし） 

生年月日 昭和 22 年８月４日 

経 歴  

 

 

 

 

 

昭和 45 年４月 

昭和 63 年７月 

 
平成３年４月 

平成 12 年 11 月 

平成 13 年６月 

日本電信電話公社入社 

エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現 NTT データ）  

金融システム事業部担当部長 

同社 東北支社長 

エヌ・ティ・ティ・データ・ネッツ株式会社社 顧問 

同社 代表取締役常務（現任） 

 
 以上 
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