
平成28年4月28日 

 

会社名 セイコーエプソン株式会社 

代表者名 代表取締役社長 碓井 稔 

（コード番号：6724 東証第一部） 

 

代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の 
役員体制に関するお知らせ 

 

当社は、平成28年4月28日に開催された取締役会において、役員人事を下記のとおり内定しましたの

で、お知らせいたします。なお、本件につきましては、6月28日に開催予定の定時株主総会、取締役会、

監査等委員会において決定される予定です。 

あわせて、6月28日以降の執行役員および監査等特命役員人事を決定いたしました。 

 

記 

 

１．異動及び体制変更の理由 

長期ビジョン Epson 25 および第 1期 中期経営計画の実現に向け、透明・公正かつ迅速・果断な意

思決定を実現するコーポレートガバナンスの充実・強化に最適な機関設計として監査等委員会設置

会社に移行し、この体制下において持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図ることができる最

適な経営布陣を整えるものです。 

 

２．代表取締役の異動 

氏名 新 現 

濵  典幸（はま のりゆき） 取締役 常勤監査等委員 代表取締役専務取締役 

井上 茂樹（いのうえ しげき） 代表取締役 専務執行役員 常務取締役 

 

新任代表取締役の略歴 

井上 茂樹 

昭和 30 年 

10 月 10 日生 

 

・昭和 54 年 4 月 当社入社 

・平成 23 年 6 月 当社業務執行役員 

・平成 24 年 6 月 当社取締役 

・平成 26 年 6 月 当社常務取締役（現任） 

・平成 27 年 12 月 当社ウエアラブル機器事業部長（現任） 

・平成 28 年 4 月 当社経営企画本部長（現任） 

所有株式数

17,700 株 

 

３．取締役の異動 

  退任   奥村 資紀（おくむら もとのり） 

       現職：取締役 第二技術開発本部長 

※任期満了により退任予定。同日付で執行役員に就任予定。 

  退任   渡辺 潤一（わたなべ じゅんいち） 

現職：取締役 ビジュアルプロダクツ事業部長 兼 生産企画本部長 

※任期満了により退任予定。同日付で執行役員に就任予定。 



  退任   青木 利晴（あおき としはる） 

現職：社外取締役 

※任期満了により退任予定。 

  新任   瀬木 達明（せき たつあき） 

       取締役 執行役員 （現職：経営管理本部副本部長） 

  新任   松永 真理（まつなが まり） 

       社外取締役 

  新任   奈良 道博（なら みちひろ）  

社外取締役 監査等委員 （現職：社外監査役） 

  新任   椿 愼美 （つばき ちかみ） 

社外取締役 監査等委員 

  新任      白井 芳夫(しらい よしお) 

    社外取締役 監査等委員 

  

４．監査役の異動 

  退任   久保田 健二（くぼた けんじ） 

       現職：常勤監査役 

  退任   山本 惠朗（やまもと よしろう） 

       現職：社外監査役 

  退任   宮原 賢次（みやはら けんじ） 

現職：社外監査役 

退任   奈良 道博（なら みちひろ） 

     現職：社外監査役 

※現監査役 4名全員は監査等委員会設置会社への移行にともない任期満了となり退任予定。 

奈良道博氏は同日付けで社外取締役 監査等委員に就任予定。 

 

５．執行役員の異動 

退任   John Lang（ジョン ラング） 

現職：業務執行役員常務 エプソンアメリカ社長  

※任期満了により退任予定。 

新任   奥村 資紀（おくむら もとのり） 

       執行役員 （現職：取締役 第二技術開発本部長） 

  新任   渡辺 潤一（わたなべ じゅんいち） 

       執行役員 （現職：取締役 ビジュアルプロダクツ事業部長 兼 生産企画本部長） 

新任   安藤 宗德（あんどう むねのり） 

       執行役員 （現職：エプソン中国 社長） 

  新任   五十嵐 人志（いがらし ひとし） 

       執行役員 （現職：プリンター事業部副事業部長） 

  新任   Keith Kratzberg（キース クラッツバーグ） 

       執行役員 （現職：エプソンアメリカ 上級副社長） 

       ※同日付でエプソンアメリカ社長に就任予定。 



新任   大塚 勇（おおつか いさむ） 

       執行役員 （現職：エプソンアトミックス株式会社 代表取締役社長） 

 

６．監査等特命役員の選任 

  新任   重本 太郎（しげもと たろう） 

       監査等特命役員 （現職：経営管理本部） 

 

７．異動・選任予定日 

  平成 28 年 6 月 28 日 

 

以  上 

 

 



【参考】平成 28 年 6 月 28 日以降の役員体制（予定） 

１．取締役 

碓井 稔  取締役社長（代表取締役）  

井上 茂樹 取締役 専務執行役員（代表取締役）（昇任） 

福島 米春 取締役 常務執行役員  

久保田 孝一 取締役 常務執行役員  

川名 政幸 取締役 執行役員  

瀬木 達明    取締役 執行役員（新任） 

大宮 英明 社外取締役    

松永 真理    社外取締役（新任） 

濵  典幸 取締役 常勤監査等委員 

奈良 道博 社外取締役 監査等委員 （新任） 

椿  愼美 社外取締役 監査等委員 （新任） 

白井 芳夫 社外取締役 監査等委員 （新任） 以上１２名 

 

２．執行役員 

羽片 忠明    常務執行役員 

奥村 資紀    執行役員  （新任） 

渡辺 潤一    執行役員  （新任） 

小池 清文    執行役員   

北松 康和    執行役員   

島田 英輝    執行役員   

北村 政幸    執行役員   

深石 明宏    執行役員   

村田 すなお   執行役員   

森山 佳行    執行役員   

髙畑 俊哉    執行役員   

北原 強     執行役員   

佐伯 直幸    執行役員   

下斗米 信行   執行役員   

山本 和由    執行役員   

安藤 宗德    執行役員  （新任） 

五十嵐 人志   執行役員  （新任） 

Keith Kratzberg 執行役員  （新任） 

大塚 勇     執行役員  （新任）  以上１９名 

 

３．監査等特命役員 

重本 太郎    監査等特命役員（新任） 

 

 

 

 

 

 
【報道関係のお問い合わせ先】 

セイコーエプソン株式会社 広報 IR 部 

電話 ０３－５３６８－０９６１（直通） 

   ０２６６－５８－１７０５（直通) 


