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各      位 
 

会 社 名  日本電気株式会社 
代表者名  代表取締役執行役員社長 矢野 薫 

（コード番号６７０１ 東証第一部） 
問合せ先  ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部 

広報統括ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 宮川 誠            
（TEL ０３－３７９８－６５１１） 

 

役員の異動について 
 
 ＮＥＣでは、本日開催された取締役会において、下記のとおり４月１日付の役員人事を決定し、６

月開催予定の定時株主総会日付の役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。 
 
１．４月１日付役員人事  （ ）内は現職 
（１）異動 
 代表取締役 会長       矢野   薫（代表取締役 執行役員社長） 
 代表取締役 執行役員社長   遠藤  信博（取締役 執行役員常務） 
 代表取締役 執行役員副社長  岩波  利光（取締役 執行役員常務） 
 代表取締役 執行役員副社長  藤吉  幸博（取締役 執行役員常務） 
 取締役 執行役員専務     小野  隆男（取締役 執行役員常務） 
 取締役 執行役員専務     安井  潤司（取締役 執行役員常務） 
執行役員常務         國尾  武光（執行役員） 
執行役員常務         富山  卓二（執行役員） 
執行役員常務         岡田 不二郎（執行役員） 
執行役員常務         東野   正（執行役員） 
執行役員常務         木下   学（執行役員） 
執行役員常務         新野   隆（執行役員） 
執行役員常務         西村  知典（執行役員） 
執行役員常務         山元  正人（執行役員） 

 
（２）新任 
 執行役員     手島 俊一郎（アドコアテック株式会社 代表取締役社長） 
 執行役員     和田  雅夫（放送・制御事業本部長） 
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執行役員     高原  宏和（金融ソリューション事業本部長） 

 執行役員     清水  隆明（官公ソリューション事業本部長） 
 執行役員     山口  昌信（ネットワークソフトウェア事業本部長） 
 執行役員     保坂  岳深（企業ネットワークソリューション事業本部長） 
 執行役員     丸山  隆男（ストレージ事業本部長） 
 執行役員     安部  保志（営業ビジネスユニット 支配人） 
 執行役員     近藤  邦夫（航空宇宙・防衛事業本部 副事業本部長） 
 執行役員     江村  克己（知的資産統括本部長） 
 執行役員     中江  靖之（流通・サービス業ソリューション事業本部長） 
 
（３）退任 
  塩路 洋一郎（執行役員常務） 
  小林   研（執行役員常務） 
  伊藤  行雄（執行役員常務） 
  中村  正則（執行役員常務） 
  五十川 洋一（執行役員） 
  渡辺  洋一（執行役員） 
  内田  幸一（執行役員） 
  
＜ビジネスユニット担当執行役員（４月１日付）＞ 
営業ビジネスユニット            執行役員常務      木下   学 
海外営業ビジネスユニット          執行役員常務      峯野  敏行 
ＩＴサービスビジネスユニット        執行役員常務      富山  卓二 
プラットフォームビジネスユニット      執行役員常務      山元  正人 
キャリアネットワークビジネスユニット    取締役 執行役員専務  安井  潤司 
社会インフラソリューションビジネスユニット 執行役員常務      西村  知典 
パーソナルソリューションビジネスユニット  執行役員常務      國尾  武光 
 
 
２．６月定時株主総会日付役員人事 （ ）内は現職 
（１）新任取締役 
 取締役 執行役員常務  峯野  敏行（執行役員常務） 
 取締役 執行役員常務  國尾  武光（執行役員 ４月１日付執行役員常務） 
 取締役 執行役員常務  富山  卓二（執行役員 ４月１日付執行役員常務） 
 取締役 執行役員常務  木下   学（執行役員 ４月１日付執行役員常務） 
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（２）退任取締役 
  広崎 膨太郎（代表取締役 執行役員副社長） 
  相澤  正俊（代表取締役 執行役員副社長） 
  大武  章人（取締役 執行役員専務） 
  大谷   進（取締役 執行役員常務） 
 
（３）新任監査役（社外監査役） 
  中川  了滋（弁護士） 
 
（４）退任監査役（社外監査役） 
  本間  逹三 
 
ご参考 
退任役員の就任予定 
  広崎 膨太郎  特別顧問 
  相澤  正俊  特別顧問 
  大武  章人  顧問 
  塩路 洋一郎  顧問 
  小林   研  顧問 
  大谷   進  顧問 
  伊藤  行雄  ＮＥＣディスプレイソリューションズ株式会社 顧問 
  中村  正則  顧問 
  五十川 洋一  顧問 
渡辺  洋一  顧問 

  内田  幸一  顧問 
 

以上 
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（別紙） 
新任会長、社長および新任取締役・監査役の略歴 
 
＜新任 代表取締役 会長＞ 
 
矢野   薫（やの かおる） 
 
生年月日 １９４４年 ２月２３日 
出身地  神奈川県 
学歴   １９６６年 ３月 東京大学工学部電子工学科卒業 
     １９７５年 ６月 スタンフォード大学電気工学科修士課程修了  
経歴   １９６６年 ４月 当社入社 
     １９８５年１１月 ＮＥＣ ＡＭＥＲＩＣＡ Ｉｎｃ．出向 
     １９９０年 ７月 伝送通信事業部長 
     １９９４年 ６月 伝送事業本部長 
     １９９５年 ６月 取締役支配人 
     １９９８年 ７月 ＮＥＣ ＵＳＡ Ｉｎｃ． Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ 
     １９９９年 ６月 常務取締役 
              （ＮＥＣ ＵＳＡ Ｉｎｃ． Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ兼務） 
     ２０００年１２月 取締役常務 
              ＮＥＣネットワークス カンパニー副社長 
     ２００２年 ４月 取締役常務 
              ＮＥＣネットワークス カンパニー社長 
     ２００２年１０月 取締役専務 
              ＮＥＣネットワークス カンパニー社長 
     ２００３年 ４月 取締役専務 
     ２００４年 ６月 代表取締役副社長 
     ２００５年 ３月 代表取締役 執行役員副社長（役職表記変更） 
     ２００６年 ４月 代表取締役 執行役員社長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

＜新任 代表取締役 執行役員社長＞ 
 
遠藤  信博（えんどう のぶひろ） 
 
生年月日 １９５３年１１月 ８日 
出身地  神奈川県 
学 歴  １９８１年 ３月 東京工業大学大学院理工学研究科博士課程修了 工学博士 
経 歴  １９８１年 ４月 当社入社 

１９９７年１０月 ＮＥＣ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（ＵＫ）Ｌｔｄ．出向 
２０００年 ５月 モバイル・ワイヤレス基盤開発本部第三開発部長 
２００１年 ４月 モバイルワイヤレス事業部長代理 
２００３年 ４月 モバイルワイヤレス事業部長 
２００５年 ７月 モバイルネットワーク事業本部副事業本部長 
２００６年 ４月 執行役員 兼 モバイルネットワーク事業本部長 
２００９年 ４月 執行役員常務 
２００９年 ６月 取締役 執行役員常務 

 
＜新任 取締役＞ 
 
峯野  敏行（みねの としゆき） 
 
生年月日 １９５１年 ３月 ７日 
出身地  熊本県 
学 歴  １９７４年 ３月 九州大学工学部卒業 
経 歴  １９７４年 ４月 当社入社 
     ２００４年１０月 モバイルソリューション事業本部副事業本部長 
     ２００６年 ４月 第二キャリアソリューション事業本部副事業本部長 
     ２００６年 ７月 海外キャリアソリューション事業本部副事業本部長 
     ２００７年 ４月 執行役員 
     ２００９年 ４月 執行役員常務 
 
國尾  武光（くにお たけみつ） 
 
生年月日 １９５５年 １月 ５日 
出身地  東京都 
学 歴  １９８２年 ３月 慶應義塾大学大学院工学研究科博士課程単位取得退学 
     １９８２年 ９月 工学博士 
経 歴  １９８２年１２月 当社入社 
     ２００１年 ４月 研究企画部長 
     ２００４年 ４月 執行役員 兼 中央研究所長 



 

 

富山  卓二（とみやま たくじ） 
 
生年月日 １９５０年 ９月１６日 
出身地  岡山県 
学 歴  １９７５年 ３月 静岡大学理学部卒業 
経 歴  １９７５年 ４月 当社入社 
     ２００５年 ４月 ＭＣシステム企画本部長 
     ２００６年 ４月 執行役員 兼 通信・メディアソリューション事業本部長 
     ２００８年 ５月 執行役員 兼 ＯＭＣＳ事業本部長 
 
木下   学（きのした まなぶ） 
 
生年月日 １９５４年 ５月１７日 
出身地  東京都 
学 歴  １９７８年 ３月 慶應義塾大学工学部卒業 
経 歴  １９７８年 ４月 当社入社 
     ２００４年 ４月 第三ソリューション営業事業本部副事業本部長 
     ２００５年 ４月 第五ソリューション事業本部副事業本部長 
     ２００６年 ４月 流通・サービスソリューション事業本部長 
     ２００８年 ４月 執行役員 
 
 
＜新任監査役＞ 
中川 了滋（なかがわ りょうじ） 
 
生年月日  １９３９年１２月２３日 
出身地   石川県 
学歴    １９６２年 ３月 金沢大学法文学部卒業 
経歴    １９６４年 ４月 弁護士登録 
      １９８６年 ４月 第一東京弁護士会副会長 
               日本弁護士連合会常務理事 
      １９９７年 ４月 第一東京弁護士会会長 
               日本弁護士連合会副会長 
      ２００５年 １月 最高裁判所判事 
      ２００９年１２月 最高裁判所判事退官 

弁護士登録 
 

以 上 
 


