
 

平成 31年 3月 22日 

各  位 

会社名 株式会社  リ  ケ  ン 

代表者名 代表取締役社長 伊 藤  薫 

 （コード番号６４６２ 東証第１部） 

問合せ先 執行役員 経営管理本部  

経営企画部長 坂場 秀博 

電話番号 （０３）３２３０－３９１１（代表） 

  

 

代表取締役および役員の異動ならびに 

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ 

 

当社は、平成 31年 3月 22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

動ならびに本年 6 月開催予定の当社第 95 回定時株主総会に付議する監査等委員会設置会社へ移行

した後の役員人事について内定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

なお、監査等委員会設置会社への移行につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移

行に関するお知らせ」にて別途開示しております。 

 

 

記 

 

１． 代表取締役の異動 

（１）異動の理由  

経営体制の一層の強化を図り、経営環境の変化に迅速に対応するため。 

 

（２）代表取締役の異動（異動予定日：平成 31年6月 21日） 

   １）新任代表取締役候補者 

氏名 新役職 役職（2019年 4月 1日） 

高木  一嘉  代表取締役専務執行役員兼ＣＴＯ  取締役専務執行役員兼ＣＴＯ 

前川  泰則 代表取締役専務執行役員 取締役専務執行役員 

 

２）退任予定代表取締役 

氏名 新役職 役職（2019年 4月 1日） 

岡野  教忠 名誉会長 代表取締役会長 

高木  健一郎 技監 代表取締役副社長  

 

 



（３）新任代表取締役候補者の略歴等 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏 名 高 木 一 嘉（たかき  かずよし） 

生年月日 昭和 28年 4月 15日（65歳） 

出 身 地   新潟県 

略 歴 昭和 47年  4月  当社入社 

平成 16年  1月  理研汽車配件（武漢）有限公司董事総経理 

平成 21年  6月  当社取締役理研汽車配件（武漢）有限公司董事総経理 

平成 21年 10月  当社取締役品質保証部長 

平成 23年 5月  当社取締役素形材部品部長 

平成 25年 6月  当社常務取締役 

平成 28年 5月  当社取締役常務執行役員（現） 

平成 31年  4月  当社専務執行役員就任予定 

所有株式数 3,900株（平成 30年 9月30日現在） 

氏 名 前 川  泰 則（まえかわ  やすのり） 

生年月日 昭和 33年 2月 27日（61歳） 

出 身 地   東京都 

略 歴 昭和 61年 3月 当社入社 

平成 16年 2月 当社営業本部名古屋営業部長 

平成 22年 6月 当社取締役海外委員会委員長 

平成 25年 5月 当社取締役 

平成 27年 6月 当社常務取締役 

平成 28年 5月 当社取締役常務執行役員（現） 

平成 31年 4月  当社専務執行役員就任予定 

所有株式数 3,200株（平成 30年 9月30日現在） 



２． 取締役の異動（異動予定日：平成 31年 6月 21日） 

（１）取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者 

氏名 新役職 役職（2019年 4月 1日） 

佐藤 裕 取締役常務執行役員 常務執行役員 

田辺 孝二 社外取締役 － 

 

（２）監査等委員である取締役候補者 

氏名 新役職 役職（2019年 4月 1日） 

国元 晃 常勤監査等委員 参与 

広井 秀美 常勤監査等委員（社外） 常勤監査役（社外） 

岩村 修二 監査等委員（社外） 監査役（社外） 

 

（ご参考）新任取締役候補者の略歴等 （監査役から監査等委員に異動する者は除く） 

氏名 

（生年月日） 

略歴 

 

 

佐藤 裕（さとう  ゆたか） 

（昭和 34年 3月 31日生） 

 

 

昭和 56年 4月 当社入社 

平成 21年 10月 当社ピストンリング部長 

平成 24年 6月 当社取締役品質保証部長 

平成 26年 10月 当社取締役ピストンリング部長 

平成 28年 6月   当社執行役員ピストンリング部長 

平成 30年 4月  当社常務執行役員（現） 

 

 

 

田辺 孝二（たなべ こうじ） 

（昭和 27年 2月 1日生） 

 

 

昭和 45年 4月   通商産業省(現経済産業省)入省 

平成 14年 7月   経済産業省調査統計部長 

平成 17年 4月   東京工業大学大学院イノベーション 

マネジメント研究科教授 

平成 24年 2月   日本アジアグループ株式会社取締役(現) 

平成 29年 4月   東京工業大学名誉教授 

同大学環境・社会理工学院特任教授(現) 

                島崎電機株式会社監査役(現) 

 

 

 

国元 晃（くにもと あきら） 

（昭和 30年 10月 17日生） 

 

 

昭和 55年 4月 当社入社 

平成 14年 6月 当社技術管理部長 兼 研究開発部長 

平成 19年 6月   当社取締役アライドリング社 取締役社長 

平成 21年 10月 当社取締役リング技術開発部長 

平成 22年 10月 当社取締役技術管理部長 

平成 28年 6月  当社執行役員技術委員会委員長兼技術管理部長 

平成 29年 12月  当社執行役員技術委員会委員長兼技術統括部長（現） 

平成 31年 4月  当社参与就任予定 



（３）退任予定取締役 

氏名 新役職 役職（2019年 4月 1日） 

兼元  俊德 － 社外取締役 

 

 

３． 監査役の異動 

（１）退任予定監査役（退任予定日：平成 31年 6月 21日） 

氏名 新役職 役職（2019年 4月 1日） 

中谷  昇 － 常勤監査役 

広井 秀美 常勤監査等委員（社外） 常勤監査役（社外監査役） 

岩村 修二 監査等委員（社外） 監査役（社外監査役） 

 

 

 

以   上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜ご参考＞ 

1. 第 95回定時株主総会後の取締役体制【平成 31年 6月 21日付】（予定） 

取締役（監査等委員を除く） 

氏名 役職名 

伊藤 薫 代表取締役社長 

高木 一嘉 代表取締役 

前川 泰則 代表取締役  

ドナルド E . マクナルティ 取締役 

早坂 茂昌 取締役 

佐藤 裕 取締役  ※新任   

平野 英治 社外取締役 

田辺 孝二 社外取締役  ※新任  

取締役（監査等委員） 

氏名 役職名 

国元  晃 取締役（常勤監査等委員）※新任    ＜現 参与＞ 

広井 秀美  社外取締役（常勤監査等委員）※新任  ＜現 当社社外監査役＞ 

岩村 修二 社外取締役（監査等委員）※新任    ＜現 当社社外監査役＞ 

 

2. 執行役員体制【平成 31年4月 1日付】 

氏名 執行役員役職名 

伊藤  薫 ＣＥＯ兼ＣＯＯ  

高木  一嘉 専務執行役員兼ＣＴＯ ※昇格 

前川  泰則 専務執行役員 ※昇格 

早坂  茂昌 常務執行役員 

佐藤  裕 常務執行役員 

藤井  多加志 執行役員 

大矢  裕之 執行役員 

坂場  秀博 執行役員 

山口  雅昭 執行役員 

種村  由紀雄 執行役員 

渡辺  孝栄 執行役員 

小林  弘幸 執行役員 

大橋  尚 執行役員 

大橋  聡 執行役員 

岡  登志夫 執行役員 

滝沢  昭義 執行役員  ※新任 

阿部  佳哉 執行役員 ※新任 


