
 

平成２３年５月２０日 

 

各 位 

会 社 名 株式会社 イ ク ヨ 

代表者名 代表取締役社長 上田 祐嗣 

（コード番号 ７２７３ 東証二部） 

問合わせ 代表取締役常務 平川  滋 

                        （ＴＥＬ ０４６－２８５－１８００） 

 

 

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ 

 

 当社は、平成２３年５月２０日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および 

役員の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。 

なお、本件は、平成２３年６月２４日開催予定の定時株主総会および同株主総会終了後開 

催の取締役会の決議を経て正式に決定される予定です。 

 

 

記 

 

１．代表取締役の異動 

（１）退任代表取締役 

    上田 祐嗣 （現 代表取締役社長） 

（２）新任代表取締役候補者 

   李  秀鵬 （現 顧問）  

新役職名 代表取締役会長 

（３）役職の異動 

     平川  滋 （現 代表取締役常務） 

     新役職名 代表取締役社長 

（４）異動の理由 

      経営環境の変化に対応すべく、経営体制の一層の強化を図るものであります。 

なお、新任代表取締役会長候補者であります李 秀鵬氏は、日本や中国における 

企業経営者としての豊富な経験を有しており、その経験やノウハウを活かし、当社 

の今後の成長戦略に大きく貢献していただけると考え、当社代表取締役会長の候補 

者に内定いたしました。 

（５）異動予定年月日 

     平成２３年６月２４日 

   

 

 



 

（６）新任代表取締役会長候補者の略歴 

   氏  名  李  秀鵬（り しゅうほう） 

   生年月日  昭和４３年 ３月１８日 

   略  歴  昭和５９年 １月 大連壁海山荘 

平成 元年 １月 大連鵬成飲食会社設立 社長 

平成１３年 ６月 大連鵬成餐飲管理サービスセンター設立 社長 

平成１５年 ９月 大連田村プラスチック有限公司設立（日中合弁）副会長 

平成１９年 １月 大連鵬成食品有限公司設立 社長 

平成１９年 ８月 大連晋文金属製品有限公司 株主 

平成１９年１２月 大連明進金属製品有限公司 株主 

平成２０年１２月 大連日東プラスチック会社（日中合弁）会長 

平成２２年 ４月 旭計器株式会社 監査役 

平成２２年 ４月 大連旭計器有限公司 会長  

平成２２年 ８月 成悦株式会社 代表取締役 

平成２３年 ２月 日東株式会社 代表取締役 

平成２３年 ４月 当社 顧問 

   所有株式数  ０ 株 

 

（７）新任代表取締役社長候補者の略歴 

氏  名  平川  滋（ひらかわ しげる） 

   生年月日  昭和２５年 ５月 ５日 

   略  歴  昭和４９年 ４月 株式会社東京銀行 入行 

         昭和５５年 ４月 株式会社東京銀行本店証券部 部長代理 

         平成１４年 ９月 東京三菱投信投資顧問㈱ 内部監査部長 

         平成１６年１０月 日本税理士国民年金基金 常務理事 

         平成２１年 ６月 当社 執行役員 管理統括部長 

         平成２２年 ６月 当社 代表取締役常務 管理統括部長 

   所有株式数  ０ 株 

 

２．役員の異動 

（１）取締役および監査役の異動 

新役職 氏 名 現役職 

取締役 渡辺  浩 顧 問 

取締役 小川 哲央      ― 

取締役 黄  聖博 顧 問 

監査役 半澤 祐治 取締役 

退 任 濵元 志朗 監査役 

 

（２）異動予定年月日 

   平成２３年６月２４日 

 

 



 

（３）新任取締役候補者の略歴 

 氏  名  渡辺  浩（わたなべ ひろし） 

   生年月日  昭和３０年１２月１２日 

   略  歴  昭和５４年 ４月 三菱自動車工業株式会社 

平成２０年 ６月 調達本部調達技術部 担当部長 

平成２１年 ４月 調達本部調達技術部 部長 

平成２３年 ４月 当社 顧問 

 

 氏  名  小川 哲央（おがわ てつお） 

  生年月日  昭和４６年 １月３１日 

略  歴  平成 元年  ４月 株式会社エスエス製薬 

平成 ９年  ４月 斎藤合成樹脂株式会社 

平成１０年  ４月 株式会社タムラプラスチック   

平成１７年１１月 大連田村塑料有限公司 董事 総経理 

平成２１年  ３月  大連日東塑料加工有限公司 董事 総経理  

 

 氏  名  黄 聖博（こう せいはく） 

   生年月日  昭和３１年 １月 1日 

   略  歴  昭和５８年 ６月 三菱商事株式会社大連事務所 

昭和６２年 １月 三菱商事株式会社本社重機部 

平成 ２年 １月 日清製油株式会社本社海外事業部 

平成１４年 １月 杭州凱寧包装会社 カネパッケージ株式会社 

平成１６年 １月 三井化学株式会社中国室 

平成１９年 ７月 広東仏山喜茂靴業製造会社 

平成２２年 ４月 旭計器株式会社 取締役   

平成２２年 ８月 成悦株式会社 代表取締役  

平成２３年 ２月 日東株式会社 代表取締役 

平成２３年 ４月 当社 顧問 

 

（４）新任監査役候補者の略歴 

 氏  名  半澤 祐治（はんざわ ゆうじ） 

  生年月日  昭和３１年 ５月 １日 

  職  歴  昭和５９年１０月 当社 入社 

        平成 ９年 ２月 当社米国子会社(USi,Inc.)出向 

        平成１５年 ４月 第二品質保証部長 

        平成１８年 ５月 厚木工場長 

        平成２０年１０月 執行役員 厚木工場長 

        平成２０年１１月 取締役 

 

 

以上 


