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役員の異動に関するお知らせ 

 
当社は、2019年4月26日に開催された取締役会において、取締役人事を下記のとおり内定しました

のでお知らせします。6月26日に開催予定の定時株主総会、取締役会において決定される予定です。 
あわせて、6月26日以降の執行役員人事を決定しました。 

記 
１．異動の理由 

長期ビジョン「Epson 25」における「Epson 25 第 2期中期経営計画」のスタート年度として、継
続的なコーポレートガバナンスの強化・充実を図るとともに、企業価値の持続的向上に向けた強固
な基盤づくりと成長への取り組みをさらに加速させるためのものです。 

 
２．取締役の異動 

昇任 瀬木 達明（せき たつあき） 
取締役 常務執行役員（現職：取締役 執行役員 経営管理本部長） 

昇任 小川 恭範（おがわ やすのり） 
取締役 常務執行役員（現職：取締役 執行役員 技術開発本部長） 

  新任 髙畑 俊哉（たかはた としや） 
     取締役 執行役員（現職：執行役員 経営企画本部長 兼 ＤＸ推進本部長） 
 
３．執行役員（取締役による兼務を除く）の異動 

退任 髙畑 俊哉（たかはた としや） 
     ※任期満了により退任し、取締役 執行役員に就任予定 
  退任 北松 康和（きたまつ やすまさ） 
     （現職：執行役員 技術開発本部 自動化技術開発部長） 

※任期満了により退任予定 
新任  Andrea Zoeckler（アンドレア ザックラー） 
     執行役員（現職：Epson America, Inc., Senior Vice President, COO and CFO） 

  新任 永房 義朗（ながふさ よしろう） 
     執行役員 (現職：Epson Europe B.V., Senior Vice President) 
  新任 細野 聡（ほその さとる） 
     執行役員 (現職：技術開発本部副本部長 兼 プリンティングソリューションズ事業部副事

業部長) 
  新任 鈴村 文徳（すずむら ふみのり） 
     執行役員 (現職：エプソン販売株式会社 代表取締役社長) 
  新任 武井 昭文（たけい あきふみ） 
     執行役員 (現職：Epson Precision (Philippines), Inc., President) 



   
変更 村田 すなお（むらた すなお） 

      技術専門役員（現職：執行役員 ＤＸ推進本部副本部長） 
  変更 北原 強（きたはら つよし） 
      技術専門役員（現職：執行役員 技術開発本部 先端生産技術開発部長） 
 
４．技術専門役員の新設 
  会社の長期的競争力を生み出す技術開発や商品開発、ビジネスモデルの創出などを通じて会社全体 
の企業価値向上に貢献する役割に対し、執行役員の新呼称として「技術専門役員」を新設します。 

    
５．異動予定日 2019年 6 月 26 日 

以 上 



【参考】2019年 6 月 26日以降の役員体制（予定） 
１．取締役 

碓井 稔  代表取締役社長  （重任） 
久保田 孝一 代表取締役 専務執行役員（重任） 
瀬木 達明 取締役 常務執行役員 （昇任） 
小川 恭範 取締役 常務執行役員 （昇任） 
川名 政幸 取締役 執行役員 （重任） 
髙畑 俊哉 取締役 執行役員 （新任） 
大宮 英明 社外取締役  （重任）  
松永 真理 社外取締役  （重任） 
重本 太郎 取締役 常勤監査等委員 （重任） 
奈良 道博 社外取締役 監査等委員 （重任） 
椿  愼美 社外取締役 監査等委員 （重任） 
白井 芳夫 社外取締役 監査等委員 （重任）  

以上１２名 
２．執行役員（取締役による兼務を除く） 

奥村 資紀    常務執行役員（重任） 
渡辺 潤一    常務執行役員（重任） 
島田 英輝    常務執行役員（重任）   
深石 明宏    執行役員  （重任） 
森山 佳行    執行役員  （重任） 
佐伯 直幸    執行役員  （重任） 
下斗米 信行   執行役員  （重任） 
山本 和由    執行役員  （重任） 
安藤 宗德    執行役員  （重任） 
五十嵐 人志   執行役員  （重任） 
Keith Kratzberg   執行役員  （重任） 
大塚 勇     執行役員  （重任） 
阿部 栄一    執行役員  （重任） 
市川 和弘    執行役員  （重任） 
内藤 恵二郎   執行役員  （重任）  
熊倉 一徳    執行役員  （重任） 
吉田 佳史    執行役員  （重任）  
Andrea Zoeckler 執行役員  （新任） 

    永房 義朗 執行役員  （新任） 
細野 聡  執行役員  （新任） 
鈴村 文徳 執行役員  （新任） 
武井 昭文 執行役員  （新任） 

    村田 すなお   技術専門役員（変更） 
北原 強      技術専門役員（変更） 

以上２４名 
３．監査等特命役員 

戸枝 晶彦    監査等特命役員（重任） 
 


