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取締役、補欠取締役、監査役及び補欠監査役の選任に関するお知らせ 
 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者 10 名、補欠取締役候補者２名、監査

役候補者２名及び補欠監査役候補者１名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、

取締役、補欠取締役、監査役及び補欠監査役の選任につきましては平成 23 年３月 29 日開催予定の当社第

26 回定時株主総会にて正式決定される予定であります。 

 

記 

 

１． 取締役候補者 

取 締 役 （再 任） 郡 山  龍 

取 締 役 （再 任） 鈴木  智也 

取 締 役 （再 任） 房  達 章 

取 締 役 （新 任） 伊 藤  洋  

取 締 役 （新 任） 詹  兆 源 

取 締 役 （新 任） 岡田  朋之 

取 締 役 （再 任） 宮 路  武 

取 締 役 （再 任） 善村  賢治 

社外取締役 （再 任） 渡邉  信之 

社外取締役 （新 任） 黒崎  守峰 

 

２． 補欠取締役候補者 

補欠取締役 （新 任） 尾作  禎藏 

補欠社外取締役 （再 任） 太 田  洋 

  

３． 退任予定取締役 

社外取締役   河野 真太郎 

 

４． 監査役候補者 

監 査 役 （再 任） 根 本  忍 

社外監査役 （再 任） 楠 木  建 

 

５． 補欠監査役候補者 

補欠社外監査役 （再 任） 新田  喜男 

 

 

ご注意：本リリースは、当社の事業内容等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社株式の投資勧誘を目的とするものではありません。 

本資料の内容には、将来の業績に関する予測等の情報を掲載することがありますが、これらの情報は、資料作成時点の当社の判断に基づいて作成されております。 

よって、その実現を約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。 
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６． 就任及び退任予定日    

平成 23年３月29日付 

 

（注）同株主総会終了後の取締役会にて、取締役候補者 郡山 龍は、代表取締役 兼 取締役社長に

選任される予定でございます。 

      

＜ご参考＞ 

 

１． 新任取締役候補者の略歴 

氏  名 略  歴 

伊藤 洋 
いとう ひろし 

昭和 54年４月 セイコーインスツルメンツ株式会社 入社 本社経理部 

昭和57年１月 Seiko Industrial da Amazonia S.A.（ブラジル）取締役管理部長 

昭和62年５月 Lentes Plasticos S.A.（メキシコ）取締役 兼 副社長 

平成２年８月 
Seiko Instruments Singapore Pte. Ltd.（シンガポール）取締役管

理部長 

平成４年４月 Seiko Instruments USA Inc.（カリフォルニア、米国）副社長 兼 CFO

平成９年１月 
Deloitte & Touche LLP, M&A Group（カリフォルニア、米国）出向留

学 

平成９年９月 The Anderson School at UCLA, Advanced MBA 修了 

平成 10年１月 セイコーインスツルメンツ株式会社 時計事業本部 事業管理部部長 

平成10年６月 盛岡セイコー工業株式会社 取締役総務部長 

平成12年 12月 Time Module HK Ltd.（香港）常務取締役 兼 CFO 

平成 18年 11月
リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン株式会社（東

京）プロジェクト・コンサルタント 

平成21年６月 当社 執行役員 財務担当（現任） 

平成22年１月 Supervisor, iaSolution Inc.（現任） 
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氏  名 略  歴 

詹 兆源 

チャン チャオユェン 

平成８年６月 The Andersen School at UCLA, MBA 修了 

平成８年９月 
Associate, Telecommunication/Electronics Practice, McKinsey & 

Company 

平成 10年９月 
Engagement Manager, Telecommunication/Electronics Practice, 

McKinsey & Company 

平成 12年５月 Angel investor and strategy advisor, iaSolution Inc. 

平成13年９月 Engagement Manager, Telecommunication Practice, A.T. Kearney 

平成14年12月 
iaSolution Inc.入社 

VP, Overseas Business Division 

平成15年11月 VP, Terminal Business Unit, iaSolution Inc. 

平成17年３月 同社 退社 

平成18年３月 AVP, Wireless Business Unit, Quanta Computer 

平成19年５月 General Manager, Wireless Business Unit, Quanta Computer 

平成 20年 12月 VP, Navigation Phone Business, MiTAC International 

平成 22年１月 
iaSolution Inc. 入社 

EVP, Strategy and Corporate Development（現任） 

 

氏  名 略  歴 

岡田 朋之 
おかだ ともゆき 

昭和 62年２月 米国 Motorola Inc. 入社 NTT向け端末開発グループ 

平成８年８月 
同社 セルラー・サブスクライバー・セクター 

ジャパン・セルラー端末グループ エンジニアリング・マネージャー

平成９年８月 
同社 同セクター エンジニアリング・マネージャー 兼 NTTドコ 

モ向け WCDMAプロジェクト・マネージャー（日本赴任） 

平成12年 12月
同社 パーソナルコミュニケーション事業部 オペレーションディレ

クター 

平成14年 12月 同社 パーソナルコミュニケーション事業部 事業部長 

平成16年１月 モトローラ株式会社 取締役 

平成16年２月 Motorola Asia Pacific Pte. Ltd. バイスプレジデント 

平成18年５月 モトローラ株式会社 常務取締役 

平成19年７月 米国 Azingo, Inc. 事業開発担当 バイスプレジデント 

平成21年１月 

Aplix Corporation of America 入社 

当社 執行役員 営業&DBC本部 副本部長 兼 研究開発本部 副本部長

代行 

平成22年８月 当社 執行役員 兼 営業&DBC本部 本部長（現任） 
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氏  名 略  歴 

黒崎 守峰 
くろさき もりお 

昭和54年９月 インテル株式会社 入社 

昭和60年７月 デイジーシステム・ジャパン 入社 

昭和61年７月 ウェスタンデジタルジャパン株式会社 入社 

昭和63年７月 株式会社アイシス 設立 代表取締役社長 

平成11年 11月 株式会社アイティーファーム 設立 代表取締役社長（現任） 

平成15年 11月 Takumi Technology  取締役（現任） 

平成17年３月 当社 社外取締役  

平成 19年３月 当社 社外取締役 退任 

平成20年３月 Ubitus Inc. 取締役（現任） 

平成20年４月 株式会社ブロードテイル 社外取締役（現任） 

 

２．新任補欠取締役候補者の略歴 

氏  名 略  歴 

尾作 禎藏 
おさく ていぞう 

昭和 61年４月 ユニデン株式会社 入社 

平成６年５月 
ディアンドアイシステムズ株式会社（現インターネットナンバー株式

会社） 入社 CTO 

平成 12年６月 アプリックスドットネット株式会社 代表取締役 

平成16年４月 セーバー株式会社 入社 

平成17年 10月 株式会社ジー・モード 入社 戦略事業室 副室長 

平成18年４月 同社 社長室長 

平成18年６月 同社 取締役（現任） 

平成19年１月 同社 国内事業本部長 

平成22年４月 同社 モバイルコンテンツ事業本部長（現任） 

 

以上 


