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      平成22年2月1日 

各位 

                          会 社 名  株式会社 ルネサスイーストン 
                          代 表 者  取締役社長  大  谷 浩 美   
                               （ＪＡＳＤＡＱ・ｺｰﾄﾞ９９９５） 

                           問合せ先  取締役      上 野 武 史 

                                     TEL 03-6275-0600 

 

「その他の関係会社」である株式会社ルネサス テクノロジとNECエレクトロニクス株式会社の 

合併契約締結についてのお知らせ(経過報告) 
 
 

本日、当社の｢その他の関係会社｣である株式会社ルネサス テクノロジより、平成21年12月15日付

｢NECエレクトロニクス株式会社と株式会社ルネサス テクノロジの合併契約締結について｣におい

て一部未定になっておりました役員人事等につき、別紙のとおり報告を受け内容を確認しました

ので、お知らせ致します。詳細につきましては、別紙をご参照下さい。 

以上 
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平成 22 年 2 月 1 日 

各 位 

ＮＥＣエレクトロニクス株式会社 

株式会社ルネサス テクノロジ 

 

ルネサス エレクトロニクス株式会社の役員人事について 

 

ＮＥＣエレクトロニクス株式会社（以下ＮＥＣエレクトロニクス）および株式会社ルネサス テクノ

ロジ（以下ルネサス テクノロジ）は、平成 22 年(2010 年)4 月 1 日に両社の事業統合（合併）により

設立予定（注）のルネサス エレクトロニクス株式会社の役員人事（平成 22 年 4 月 1 日付）を別紙１

の通り内定いたしました。 

これまで未定となっておりましたルネサス エレクトロニクス株式会社の社外取締役の 1 名について

は、ハイテク分野に詳しく、グローバルなビジネスをリードして来られた古川享氏に内定（平成 22 年

4 月 1 日付就任予定）いたしました。古川氏の略歴については別紙２をご参照下さい。 

 

また、平成 22 年 4 月 1 日付（予定）のＮＥＣエレクトロニクスおよびルネサス テクノロジの 

事業統合に併せて、同日にルネサス エレクトロニクス株式会社の国内の販売に関する機能を株式会社

ルネサス販売（以下ルネサス販売）に集結させるとともに、ルネサス販売の社名をルネサス エレクト

ロニクス販売株式会社に変更いたします。平成 22 年 4 月 1 日就任予定のルネサス エレクトロニクス

販売株式会社の役員人事については、別紙３をご参照下さい。 

さらに、海外の販売子会社の代表者を内定（平成 22 年 4 月 1 日付（予定））するとともに、統合後

の新社名を決定いたしました。詳細については別紙４をご参照下さい。 

なお、ＮＥＣエレクトロニクスの海外生産子会社についても、事業統合に伴い社名変更を決定いた

しました。詳細については別紙５をご参照下さい。 

以 上 

 

注：ＮＥＣエレクトロニクスとルネサス テクノロジの事業統合は、統合の当事会社であるＮＥＣエレ

クトロニクスおよびルネサス テクノロジの株主総会の承認と関係当局の認可等を条件としており

ます。 

 

＜本件に関する報道関係からのお問い合わせ先＞ 

ＮＥＣエレクトロニクス株式会社 コーポレートコミュニケーション部 楓／岡本 

電話 ： ０４４－４３５－１６７６ （直） 

e-mail ： press@necel.com 

 

株式会社ルネサス テクノロジ ＣＳＲ統括部 広報・宣伝部 小林／大野 

電話 ： ０３－６７５６－５５５５（直） 

e-mail ： kobayashi.yoichi2@renesas.com 
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＜別紙１＞ 

 

ルネサス エレクトロニクス株式会社の役員人事 

 

平成 22 年(2010 年)4 月 1 日付（予定、カッコ内は現職） 

代表取締役会長 山口 純史* （ＮＥＣエレクトロニクス 代表取締役社長） 

代表取締役社長 赤尾 泰* （ルネサス テクノロジ 代表取締役取締役社長） 

取締役執行役員常務 小倉 和明* （ルネサス テクノロジ 合併準備室長） 

取締役執行役員常務 加藤 正記 （ＮＥＣエレクトロニクス 取締役執行役員常務） 

取締役執行役員常務 矢野 陽一 （ＮＥＣエレクトロニクス 取締役執行役員常務） 

取締役執行役員 岩熊 省三* （ルネサス テクノロジ 取締役） 

取締役（非常勤） 中村 豊明* （株式会社日立製作所 代表執行役執行役専務） 

取締役（非常勤） 遠藤 信博* （日本電気株式会社 取締役執行役員常務） 

取締役（非常勤） 橋本 法知* （三菱電機株式会社 取締役常務執行役、 

ルネサス テクノロジ 非常勤取締役） 

取締役（非常勤） 松倉 肇 （日本電気株式会社 経営企画部長、 

NＥＣエレクトロニクス 非常勤取締役） 

取締役（非常勤） 古川 享* （慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科教授） 

執行役員 吉野 達雄 （ＮＥＣエレクトロニクス 執行役員） 

執行役員 三浦 芳彦 （ＮＥＣエレクトロニクス 執行役員） 

執行役員 細見 俊介 （ルネサス テクノロジ 取締役） 

執行役員 宮路 吉朗 （ＮＥＣエレクトロニクス 執行役員） 

執行役員 山田 和美 （ＮＥＣエレクトロニクス 執行役員） 

執行役員 水垣 重生 （ルネサス テクノロジ 取締役） 

執行役員 鶴丸 哲哉 （ルネサス テクノロジ 業務執行役員） 

執行役員 岩元 伸一 （ＮＥＣエレクトロニクス 執行役員） 

執行役員 茶木 英明 （ルネサス テクノロジ 業務執行役員） 

執行役員 辻岡 英夫 （ルネサス テクノロジ 業務執行役員） 

監査役 鈴木 啓士 （ＮＥＣエレクトロニクス 監査役） 

監査役 川村 廣樹 （ＮＥＣエレクトロニクス 監査役） 

監査役 西 淳一郎* （株式会社ルネサス デザイン 取締役） 

監査役（非常勤） 柴田 保幸 （ＮＥＣエレクトロニクス 監査役） 

 

＊：ＮＥＣエレクトロニクスの現職以外の取締役と監査役は、平成 22 年 2 月 24 日開催予定の臨時株主

総会において、また、代表取締役は、平成 22 年 4 月 1 日開催予定の取締役会において正式に決定され

る予定です。
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＜別紙２＞ 

 

 

古川 享氏の略歴 

 

氏   名 ： 古川 享 （ふるかわ すすむ） 

生年月日 ： 昭和 29 年(1954 年) 7 月 12 日 

出 身 地 ： 東京都 

略   歴  ： 

昭和 54 年(1979 年)2 月 株式会社アスキー 入社 

昭和 61 年(1986 年)5 月 株式会社アスキー 退社 

マイクロソフト株式会社 代表取締役社長 

平成 3 年(1991 年)11 月 同社 代表取締役会長 兼 

Microsoft Corporation 極東開発本部長 

平成 12 年(2000 年)5 月 Microsoft Corporation コンシューマ戦略担当  

バイスプレジデント 

平成 14 年(2002 年)1 月 Microsoft Corporation アドバンスト･ストラテジー＆ポリシー担当バイ

スプレジデント 

平成 16 年(2004 年)2 月 Microsoft Corporation アドバンスト･ストラテジー＆ポリシー担当バイ

スプレジデント、 

マイクロソフト株式会社 執行役兼最高技術責任者 

平成 17 年(2005 年)6 月 Microsoft Corporatioｎおよびマイクロソフト株式会社 退社 

平成 18 年(2006 年)4 月 慶応義塾大学 デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構教授 

平成 20 年(2008 年)4 月 慶応義塾大学大学院 メディアデザイン研究科教授 
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＜別紙３＞ 

 

 

ルネサス エレクトロニクス販売株式会社の役員人事 

 

平成 22 年(2010 年)4 月 1 日付（予定、カッコ内は現職） 

代表取締役社長  北野 哲郎 （ルネサス販売 代表取締役取締役社長、 

    ルネサス テクノロジ 取締役） 

取締役 執行役員副社長 石田 守 （ＮＥＣエレクトロニクス 営業事業本部 

     副事業本部長） 

取締役 執行役員専務 大久保 恒一 （ルネサス販売 専務取締役） 

取締役 執行役員常務 小嶋 健冶 （ルネサス販売 常務取締役） 

取締役（非常勤）  三浦 芳彦 （ＮＥＣエレクトロニクス 執行役員） 

執行役員  福本 恵 （ルネサス販売 取締役） 

執行役員  林田 邦雄 （ルネサス販売 取締役） 

執行役員  東原 一誠 （ルネサス販売 取締役、 

     ルネサス テクノロジ マイコン統括本部 

     自動車事業部 エグゼクティブ） 

執行役員  鈴木 豊彦 （ＮＥＣエレクトロニクス 営業事業本部 

     第四営業事業部長） 

執行役員  舘岡 延彦 （ＮＥＣエレクトロニクス 営業事業本部 

     マーケティング部 統括マネージャー） 

監査役  塚原 博 （ルネサス販売 監査役） 
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＜別紙４＞ 

海外販売子会社の新会社名と代表者 

 

新会社名 （注１） 所在地 代表者 （カッコ内は現職） 

Renesas Electronics 

America Inc. 

米国 

カリフォルニア

州 

Chairman 

 

 

President & CEO 

川上 雄一 

（NEC Electronics America, Inc., 

President & CEO） 

Daniel Mahoney 

（Renesas Technology America, 

Inc., President & CEO） 

  

Renesas 

Electronics 

Canada Limiｔed 

（注２） 

カナダ 

オンタリオ州 

President Kevin Simmonds 

（Renesas Technology Canada 

Limited, President） 

Renesas Electronics 

Europe Limiｔed 

英国 

バッキンガム

シャー州 

Chairman 

 

 

Managing Director

三木 務 

（Renesas Technology Europe GmbH, 

President & CEO） 

Robert Green 

（NEC Electronics (Europe) GmbH, 

President & CEO） 

  

Renesas 

Electronics 

Europe GmbH （注

３） 

ドイツ 

デュッセル 

ドルフ市 

Geschaftsfuhrer 

(Chairman) 

 

Geschaftsfuhrer 

(President & CEO)

三木 務 

（Renesas Technology Europe GmbH, 

President & CEO） 

Robert Green 

（NEC Electronics (Europe) GmbH, 

President & CEO） 

瑞薩電子（中国） 

有限公司 

Renesas Electronics 

(China) Co., Ltd. 

中国 

北京市 

董事長

（Chairman） 

 

董事・総経理

（President & 

CEO） 

平澤 大  

（瑞薩電子（上海）有限公司 

 董事長） 

鄭 力    

（日電電子（中国）有限公司  

総経理） 

瑞薩電子（上海） 

有限公司 

Renesas Electronics 

(Shanghai) Co., Ltd. 

中国 

上海市 

董事長

（Chairman） 

 

董事・総経理

（President & 

CEO） 

平澤 大  

（瑞薩電子（上海）有限公司  

董事長） 

鄭 力    

（日電電子（中国）有限公司  

総経理） 

Renesas Electronics 

Hong Kong Limited 

瑞薩電子香港 

有限公司 

中国 

香港特別 

行政区 

Managing Director

 

Director 

中丸 宏  

（瑞薩電子（上海）有限公司  

董事・総経理） 

鄭 力    

（日電電子（中国）有限公司  

総経理） 

台灣瑞薩電子 

股份有限公司 

台湾 

台北市 

董事長

（Chairman） 

森本 哲哉  

（台灣瑞薩股份有限公司 董事長･総経
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Renesas Electronics 

Taiwan Co., Ltd. 

董事・総経理

（President & 

CEO） 

理） 

久保 慎一  

（台灣恩益禧電子股份有限公司 総経

理） 

Renesas Electronics 

Singapore Pte. Ltd. 
シンガポール 

Chairman 

 

 

Managing Director

新藤 裕昭 

（NEC Electronics Singapore Pte. 

Ltd., Managing Director）  

島田 秀幸 

（Renesas Technology Singapore 

Pte. Ltd., Managing Director） 

  

Renesas 

Electronics 

Malaysia Sdn. 

Bhd. (注４) 

マレーシア 

セランゴール州 

Managing Director 森山 憲 

（Renesas Technology Malaysia Sdn. 

Bhd., Managing Director） 

르네사스 일렉트로닉스 

한국   주식회사 

Renesas Electronics 

Korea Co., Ltd. 

韓国 

ソウル特別市 

理事長 桑原 雅之  

（NEC Electronics Korea Limited, 

理事長） 

 

注１：会社名は平成 22 年 4 月 1 日以降、手続きが完了した会社から順次変更します。 

注２：Renesas Electronics Canada Limiｔed は、Renesas Electronics America Inc.の子会社です。 

注３：Renesas Electronics Europe GmbH は、Renesas Electronics Europe Limiｔed の子会社です。 

注４：Renesas Electronics Malaysia Sdn. Bhd.は、Renesas Electronics Singapore Pte. Ltd.の子

会社です。 

備考：中国においては、瑞薩は瑞萨、電子は电子、日電は日电が正式表記です。
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＜別紙５＞ 

 

ＮＥＣエレクトロニクスの海外生産子会社の新会社名 

 

新会社名 （注１） 所在地 

Renesas Semiconductor KL Sdn. Bhd. 

  (NEC Semiconductors Malaysia Sdn. Bhd.から社名変更) 

マレーシア 

セランゴール州 

クアラランガッ

ト 

Renesas Semiconductor Singapore Pte. Ltd. 

  (NEC Semiconductors Singapore Pte. Ltd.から社名変更) 

シンガポール 

首鋼瑞薩電子有限公司 

Shougang Renesas Electronics Co., Ltd. 

  （首鋼日電電子有限公司から社名変更） 

中国 

北京市 

 

注１：会社名は平成 22 年 4 月 1 日以降、手続きが完了した会社から順次変更します。なお、NEC 

Electronics America Inc.は、別紙４の通り Renesas Electronics America Inc.に社名を変更し

ます。 

備考：中国においては、首鋼は首钢、瑞薩は瑞萨、電子は电子、日電は日电が正式表記です。 

 

以上 


