
 

 

平成 28 年 2 月 22 日 

各  位    
神奈川県横須賀市小川町 14 番地―１ 
株式会社ネットワークバリューコンポネンツ 

代表取締役 渡部 進 

（コード番号：3394 東証マザーズ） 

問合わせ先 取締役アドミニストレーション部 

ディレクター 寺田 賢太郎 

TEL 046-828-1804 

 

 

取締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、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任

の件」および「監査等委員である取締役3名選任の件」を平成28年3月29日開催予定の当社第26期

定時株主総会に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いたします。 

 

記 
 

1.取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件 

 平成 28年 3月 29日開催予定の当社第26期定時株主総会において監査等委員会設置会社への移

行が承認された場合、当社の現任取締役全員（5 名）は、当該定時株主総会の終結の時をもって

任期満了となるため、監査等委員設置会社に移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）

5名の選任を付議するものです。 

 取締役の候補者は、次のとおりであります。 

氏名 

(生年月日) 
略歴 

所有株式数

（株） 

昭和 47 年４月 立石電機㈱（現オムロン㈱）入社 

昭和 61 年４月 Thomas & Betts 社日本法人入社 取締役営業本部長 

平成２年４月 当社設立 代表取締役（現任） 

平成 20 年９月 米 Sable Networks Inc.取締役（現任） 

平成 22 年１月 ㈱イノコス設立 代表取締役 

平成 22 年２月 ㈱パックス取締役（現任） 

渡部 進 

(昭和 24 年１月 19 日) 

平成 23 年２月 ㈱イノコス取締役（現任） 

248,800

昭和 49 年４月 立石電機㈱（現オムロン㈱）入社 

平成２年４月 当社常勤監査役 

平成 12 年３月 当社取締役 

平成 17 年３月 当社取締役退任 

平成 17 年７月 当社取締役内部監査室長（現任） 

平成 23 年３月 ㈱パックス監査役（現任） 

渡部 美津子 

(昭和 29 年１月９日） 

平成 17 年３月 当社取締役退任 

27,800

平成７年４月 当社入社 

平成 10 年１月 当社セールス部マネージャー 

平成 15 年４月 当社取締役（現任） 

平成 15 年 10 月 当社ビジネスデベロップメント部マネージャー 

平成 18 年７月 当社セールス部マネージャー 

平成 19 年１月 当社セールス１部マネージャー 

平成 19 年７月 当社セールス部マネージャー 

平成 20 年１月 当社セールス２部ディレクター（呼称変更、旧マ

ネージャー） 

平成 22 年１月 当社エンジニアリング部ディレクター（現任） 

太田 祐樹 

(昭和46年12月 18日) 

平成 22 年２月 ㈱イノコス取締役 

6,800



 
氏名 

(生年月日) 
略歴 

所有株式数

（株） 

平成８年４月 当社入社 

平成 11 年１月 当社アドミニストレーション部ディレクター（呼

称変更、旧マネージャー）（現任） 

平成 15 年４月 当社取締役（現任） 

平成 22 年１月 ㈱イノコス取締役 

寺田 賢太郎 

(昭和45年12月 11日) 

平成 22 年２月 

平成 24 年２月 

㈱パックス取締役（現任） 

㈱イノコス監査役（現任） 

3,400

平成８年４月 当社入社 

平成 13 年４月 当社オペレーション部ディレクター（呼称変更、

旧マネージャー） 

平成 20 年３月 当社取締役（現任） 

平成 21 年１月 当社セールス部ディレクター 

平成 21 年１月 当社セールス部ディレクター 

荒井 祐二 

(昭和 47 年９月 11 日) 

平成 22 年１月 当社オペレーション部ディレクター（現任） 

1,200

 

2. 監査等委員である取締役3名選任の件 

 平成 28年 3月 29日開催予定の当社第26期定時株主総会において監査等委員会設置会社への移

行が承認された場合、当社は監査等委員会設置会社となりますので、監査等委員である取締役 3

名の選任を付議するものです。なお、本議案については、監査役会の同意を得ております。 

 監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。 

氏名 

(生年月日) 
略歴 

所有株式数

（株） 

昭和 46 年４月 日本電信電話公社（現日本電信電話㈱）入社 

平成４年７月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ研究開発部担当部長

（現㈱NTT ドコモ） 

平成 10 年６月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ取締役研究開発副本

部長 

平成 13 年 11 月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ取締役研究開発部長 

平成 14 年６月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ常務取締役研究開発

本部長 

平成 16 年６月 ドコモ・テクノロジ㈱代表取締役社長 

平成 20 年６月 東日本電信電話㈱常勤監査役 

平成 23 年６月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ特別参与 

木下 耕太 

(昭和 22 年１月２日) 

平成 24 年１月 ㈱モルフォ社外取締役 

－

昭和 38 年４月 ㈳金融財政事情研究会入社 

昭和 49 年４月 「週刊金融財政事情」編集長 

昭和 56 年５月 同会関西支部長 

昭和 60 年５月 同会理事 

昭和 63 年５月 同会専務理事・事務局長 

平成２年４月 当社取締役 

平成８年 10 月 同会理事長代行（専務理事） 

平成９年５月 同会専務理事兼編集局長 

平成 15 年４月 （委嘱）同会編集局長兼「週刊金融財政事情」編

集長 

平成 18 年 11 月 同会副理事長専務理事・編集局長（委嘱） 

平成 20 年３月 当社監査役（現任） 

平成 23 年４月 一般社団法人金融財政事情研究会理事長 

倉田 勲 

(昭和 16 年３月８日) 

平成 27 年６月 同会理事長代行（現任） 

800

 

 

 

 

 



氏名 

(生年月日) 
略歴 

所有株式数

（株） 

昭和 46 年６月 ㈱日立製作所入社 

昭和 48 年６月 ㈱日立総合計画研究所出向 

昭和 58 年１月 シティバンク エヌ・エイ東京支店金融デリバティ

ブ部門ヘッド 

昭和 63 年６月 シティコープ・スクリムジャー・ヴィッカース証

券東京支店長 

平成４年７月 キャンターフィッツジェラルド証券会社在日代表 

平成 18 年１月 ㈱MM 総研取締役副所長 

平成 21 年 10 月 一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会

専務理事（現任） 

平成 22 年３月 当社監査役（現任） 

平成 23 年２月 ㈱好日山荘監査役（現任） 

平成 23 年６月 ㈱アパレルウェブ監査役（現任） 

安田 正敏 

(昭和 22 年８月 17 日) 

平成 24 年 12 月 ㈱ＦＰＧ監査役（現任） 

－

 

以 上 


