
 
 平成 23 年 5 月 25 日 

各  位 

 

 

 
 

 

 

役員の異動に関するお知らせ 
 

当社は本日開催の取締役会決議により、以下の役員の異動の内定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、本人事につきましては、正式には平成 23 年６月 24 日開催予定の第 20 期定時株主総会での決議

をもって決定となります。 

 
記 

１． 取締役の新任および退任 

（1）新任取締役候補者 

氏名 新役職名 現役職名 

釘宮 英治 取締役（非常勤） 
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

第一金融事業本部 副事業本部長 

土橋 謙 取締役（非常勤） 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

パブリック＆フィナンシャル事業推進部 

グローバル推進部長 

早津 英哉 取締役（非常勤） 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

第一金融事業本部 金融 IT サービス事業部 

第二システム開発統括部長 

木村 千彫 取締役（非常勤） 
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

第一金融事業本部 企画部長 

   （注）釘宮英治氏、土橋謙氏、早津英哉氏及び木村千彫氏は、社外取締役候補者であります。 

 
  （2）退任予定取締役 

氏名 現役職名 

山田 英司 取締役（非常勤） 

西村 和浩 取締役（非常勤） 

臼井 紳一 取締役（非常勤） 

吉村 洋史 取締役（非常勤） 

 

 

会 社 名 株式会社エックスネット 

代 表 者 名 代表取締役社長 鈴木 邦生 

（コード番号 ４７６２ 東証第一部） 

問 合 せ 先 専務取締役 小林 親一 

（TEL ０３－５３６７－２２０１） 



 
２．監査役の新任および退任 

（1）新任監査役候補者 

氏名 新役職名 現役職名 

大橋 孝郎 監査役（非常勤） － 

明田 雅昭 監査役（非常勤） 
青葉ナレッジ・コンサルティング代表 

武蔵大学経済学部講師 

  （注）大橋孝郎氏及び明田雅昭氏は、社外監査役候補者であります。 

 
（2）退任予定監査役 

氏名 現役職名 

並川 淳 常勤監査役 

眞田 幸昌 監査役（非常勤） 

 
（参考資料） 

 
１． 新任役員の略歴 

 釘宮 英治 （くぎみや えいじ） 

 生年月日 昭和 34 年６月２日 

 経 歴 昭和 57 年４月 

平成 22 年９月 

日本電信電話公社入社 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

第一金融事業本部 副事業本部長（現任） 

 

 土橋 謙 （つちはし けん） 

 生年月日 昭和 38 年６月 15 日 

 経 歴 昭和 62 年４月 

平成 21 年 10 月 

日本電信電話株式会社入社 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

パブリック＆フィナンシャル事業推進部 

グローバル推進部長（現任） 

 

 早津 英哉 （はやつ ひでや） 

 生年月日 昭和 39 年２月９日 

 経 歴 昭和 63 年４月 

平成 21 年７月 

日本電信電話株式会社入社 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

第一金融事業本部 金融 IT サービス事業部 

第二システム開発統括部長（現任） 

 

 

 



 
 

 木村 千彫 （きむら ちえり） 

 生年月日 昭和 41 年 11 月２日 

 経 歴 

 

 

平成２年４月 

 
平成 22 年７月 

エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社 

(現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)入社 

同社 第一金融事業本部 企画部長（現任） 

                    

大橋 孝郎 （おおはし たかお） 

生年月日 昭和 18 年３月 11 日 

経 歴 昭和 40 年４月 

昭和 61 年 10 月 

昭和 62 年４月 

平成 15 年７月 

平成 20 年 12 月 

平成 21 年４月 

興亜火災海上保険株式会社入社 

興亜火災投資顧問株式会社 常務取締役 

同社 代表取締役 

ムーンライトキャピタル株式会社 取締役 

同社 顧問 

同社 退社 

 

明田 雅昭 （あけだ よしあき） 

生年月日 昭和 26 年 11 月 23 日 

経 歴 

 

 

昭和 52 年４月 

平成 12 年６月 

 
平成 19 年１月 

平成 21 年４月 

平成 21 年５月 

平成 21 年９月 

平成 22 年４月 

株式会社野村総合研究所入社 

野村ファンド・アンド・リサーチ・テクノロジー株式会社 

常務取締役 

同社 常務執行役 

同社 参事 

青葉ナレッジ・コンサルティング代表(現任) 

明治大学商学部講師 

武蔵大学経済学部講師（現任） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
２． 役員の体制（平成 23 年６月 24 日付予定） 

 
代表取締役社長   鈴木 邦生（重任） 

代表取締役副社長   寺山 和久（重任） 

専務取締役    小林 親一（重任） 

取締役    茂谷 武彦（重任） 

取締役    坂本 洋介（重任） 

取締役（非常勤）（社外） 釘宮 英治（新任） 

取締役（非常勤）（社外） 土橋 謙 （新任） 

取締役（非常勤）（社外） 早津 英哉（新任） 

取締役（非常勤）（社外） 木村 千彫（新任） 

 
常勤監査役（社外）     會田 寛  （重任） 

監査役（社外）      大橋 孝郎（新任） 

監査役（社外）      明田 雅昭（新任） 

  
以上 


