
                              
平成 22 年５月 27 日 

各  位 

会 社 名 日本サード・パーティ株式会社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  森  和 昭 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード２４８８） 

問合せ先 取締役経営企画本部長 髙島 隆明 

（電話 ０３－３５２４－０５１１） 

 
 

決算発表資料の追加（役員の異動）に関するお知らせ 

  

 

平成 22 年５月 27 日開催の当社取締役会において、平成 22 年６月 26 日開催予定の第 23 回定

時株主総会に「取締役７名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を付議することを決議い

たしましたので下記のとおりお知らせします。 

 

 

記 

 

１．取締役の異動（予定年月日 平成 22 年６月 26 日） 

取締役全員（６名）は、第 23 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、

新たに７名の選任を付議するものであります。 

 

候補者 

番号 

氏名      

（生年月日） 

略歴、当社における地位及び担当     

（他の法人等の代表状況） 

1 

（重任） 

森 和昭 

(昭和 15 年１月 26 日生)

昭和 62 年 10 月 当社代表取締役社長 

（現在に至る） 

［他の法人等の代表状況] 

㈱ジェー・ティ・ピー・プラザ 代表取締役社長 

ＩＴＰセールス㈱ 代表取締役社長 

匯信通信息産業有限公司 総経理 

上海薩徳帕迪信息技術有限公司 菫事長総経理 

韓国サード・パーティ㈱ 代表取締役社長 

Japan Third Party of Americas,Inc. CEO 

2 

（重任） 

髙島 隆明 

(昭和 25 年 11 月 26 日生)

平成 13 年７月 当社入社 

平成 14 年６月 当社取締役 

平成 16 年６月 当社常務取締役管理本部長 

平成 20 年６月 当社取締役管理本部長 

平成 22 年４月 当社取締役経営企画本部長 

（現在に至る） 

3 

（重任） 

岡田 弘志 

(昭和 36 年２月 17 日生)

昭和 63 年７月 当社入社 

平成 14 年６月 当社取締役 

平成 20 年４月 当社取締役ソリューション・サポー

ト事業本部長 

（現在に至る） 



4 

（重任） 

佐伯 康雄 

(昭和 35 年 11 月 20 日生)

平成 元年３月 当社入社 

平成 14 年６月 当社取締役 

平成 20 年４月 当社取締役事業戦略本部長 

平成 22 年４月 当社取締役新規事業開発戦略 

本部長 

（現在に至る） 

5 

（重任） 

古川 宏幸 

(昭和 39 年８月 13 日生)

平成 元年７月 当社入社 

平成 16 年４月 当社サービスソリューション本部 

第一営業部グループマネージャ 

平成 19 年７月 当社総務・人事本部人事部長 

平成 20 年４月 当社事業戦略本部新規事業企画部長

平成 22 年４月 当社取締役ソリューション・サポー

ト事業本部副本部長兼クラウドエデ

ュケーション事業部長 

（現在に至る） 

6 

（重任） 

末次 朝彦 

(昭和 28 年１月 31 日生)

昭和 53 年４月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 

平成２年 10 月 ＩＢＭ米国本社マルチメディアディ 

ビジョンストラテジスト/ディビジ

ョンプレジデント補佐 

平成 10年 10月 同社アジアパシフィックソフトウェ

アマーケティング担当ディレクター  

平成 11 年４月 サン・マイクロシステムズ㈱入社  

平成 18 年４月 同社代表取締役社長 

平成 21 年６月 当社取締役（現任） 

平成 21 年７月 ダッソー・システムズ㈱代表取締役

社長（現任） 

平成 21 年 10 月 ダッソー・システムズ・シムリア 

㈱代表取締役社長（現任） 

平成 22 年１月 ソリッド・ワークス㈱代表取締役 

社長（現任） 

（現在に至る） 

［他の法人等の代表状況] 

ダッソー・システムズ㈱代表取締役社長 

ダッソー・システムズ・シムリア㈱代表取締役社長

ソリッド・ワークス㈱代表取締役社長 

7 

（新任） 

藤生 徹 

(昭和 22 年 11 月 14 日生)

平成 元年１月 サン・マイクロシステムズ㈱入社 

平成 11 年１月 同社取締役エンタープタイズ・サー

ビス統括本部サービス営業本部長兼

サン・エデュケーション本部長 

平成 12 年 11 月 ベリタス・ソフトウエアー株式会社

常務取締役営業本部長 

平成 15 年３月 ミラポイントジャパン株式会社代表

取締役社長 

平成 16 年１月 イーエムシージャパン株式会社執行

役員カスタマー・サービス本部長 

平成 20 年５月 アファーム・ビジネスパートナーズ

株式会社代表取締役社長（現任） 

（現在に至る） 

［他の法人等の代表状況] 

アファーム・ビジネスパートナーズ株式会社代表 

取締役社長 



(注）１． 

 

当社は、古川宏幸氏の借入金に対する債務保証をしております。また藤生徹氏は、

アファーム・ビジネスパートナーズ㈱の代表取締役社長であり、当社と同社との

間には業務支援に関する取引等があります。なお、藤生徹氏はアファーム・ビジ

ネスパートナーズ㈱の代表取締役社長を平成 22 年６月に退任する予定です。ま

た他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 

２. 末次朝彦氏は、社外取締役候補者であります。 

３. 社外取締役候補者 末次朝彦氏に関する特記事項は次のとおりであります。 

(1)選任理由 

同氏は、当社の主要取引先である海外ＩＴ企業の日本法人における事業展開に

永年に亘り関与し、その戦略、戦術に豊富な経験を有しておられ、当社の事業

推進に寄与することができると判断し、候補者として選任いたしております。

(2)当社の社外取締役に就任してからの年数 

末次朝彦氏の社外取締役在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって１年と

なります。 

(3)当社との責任限定契約  

末次朝彦氏は、当社との間で、会社法第 427 条第１項の規定に基づき、同法第

423 条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任に

基づく責任の限度額は、月額報酬の２年分の合計金額又は法令が定める金額の

いずれか高い額としております。同氏の再任をご承認いただいた場合、同氏は

当社のとの間で上記責任限定契約を継続する予定であります。 

 

２．監査役の異動（予定年月日 平成 22 年６月 26 日） 

監査役全員（３名）は、第 23 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、

新たに３名の選任を付議するものであります。なお、本議案につきましては、あらかじ

め監査役会の同意を得ております。 

 

候補者 

番号 

氏名      

（生年月日） 

略歴、当社における地位及び担当     

（他の法人等の代表状況） 

1 

（新任） 

今西 俊貴 

(昭和 31 年 12 月 17 日生)

平成元年 11 月 当社入社 

平成 13 年６月 当社常務取締役 

平成 16 年６月 当社監査役  

平成 17 年６月 当社取締役総務部長 

平成 22 年４月 社長室室長兼管理本部長 

（現在に至る） 

2 

（重任） 

竹内 定夫 

(昭和 23 年６月２日生) 

昭和 51 年９月 クーパースアンドライブランド会

計事務所入所 

昭和 57 年８月 公認会計士 

昭和 58 年４月 竹内・田中会計・法律事務所開設（現

ふじ総合会計・法律事務所） 

平成 10 年１月 監査法人はるか代表社員（現任） 

平成 14 年６月 当社監査役 

（現在に至る） 

3 

（重任） 

野々宮 恵司 

(昭和 11 年２月 22 日生)

昭和 34 年 ４月 大和生命保険相互会社入社 

昭和 34 年 10 月 ㈱三和入社 

昭和 45 年 ８月 ㈱立石電気製作所入社（現オムロン

㈱） 

平成５年 ３月 同社事業開発室長 

平成９年 ７月 大和生命保険相互会社常務取締役

秘書室長 



平成 10 年 ４月 同社代表取締役社長 

平成 13 年 ２月 同社取締役 

あざみ生命保険㈱代表取締役社長 

平成 14 年 ４月 大和生命保険㈱代表取締役社長 

平成 16 年 ４月 同社取締役相談役 

平成 17 年 ６月 当社監査役 

（現在に至る） 

(注）１． 各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。 

２. 竹内定夫氏および野々宮恵司氏は、社外監査役候補者であります。 

３. 社外監査役候補者に関する特記事項は次のとおりであります。 

(1)選任理由 

①竹内定夫氏につきましては、公認会計士の資格を持ち、会計に関して専門的

な視点から当社の監査に反映していただけると判断し、候補者として選任い

たしております。 

②野々宮恵司氏につきましては、ＩＴサービス業界に深く幅広い見識を持ち、

また、企業経営者としての専門的な視点から当社の監査に反映していただけ

ると判断し、候補者として選任いたしております。 

(2)当社の社外監査役に就任してからの年数 

①竹内定夫氏の社外監査役の在任期間は、本総会終結の時をもって８年となり

ます。 

②野々宮恵司氏の社外監査役の在任期間は、本総会終結の時をもって５年とな

ります。 

(3)当社との責任限定契約  

①竹内定夫氏は、当社との間で、会社法第 427 条第１項の規定に基づき、同法

第 423 条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責

任に基づく責任の限度額は、月額報酬の２年分の合計金額又は法令が定める

金額のいずれか高い額としております。同氏の再任をご承認いただいた場

合、同氏は当社のとの間で上記責任限定契約を継続する予定であります。 

②野々宮恵司氏は、当社との間で、会社法第 427 条第１項の規定に基づき、同

法第 423 条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該

責任に基づく責任の限度額は、月額報酬の２年分の合計金額又は法令が定め

る金額のいずれか高い額としております。同氏の再任をご承認いただいた場

合、同氏は当社のとの間で上記責任限定契約を継続する予定であります。 

 

退任予定監査役 

区分 氏名     退任予定日 

常勤監査役 金田 欽也 平成 22 年６月 26 日 

 

 

以上 


