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2019年９月 13日 

各 位 

会 社 名 株式会社ジャパンディスプレイ 
代表者名 代表取締役社長 月﨑 義幸 

（コード番号：6740 東証一部） 
問合せ先 常務執行役員 

ﾁｰﾌﾌｨﾅﾝｼｬﾙｵﾌｨｻｰ 
菊岡 稔 

（TEL. 03-6732-8100） 

 

 

代表取締役の異動及び執行役員人事に関するお知らせ 

 

当社は、2019 年９月 13 日付の取締役会において、2019 年９月 27 日に開催予定の臨時株主総会（以下

「本株主総会」といいます。）終了後に開催予定の取締役会において決定される代表取締役の異動及び 2019

年 10月１日付の執行役員人事及び組織体制につき、下記の通り決議しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 代表取締役の異動について 

（１）異動の理由 

当社は、2019年８月９日付で開示した「代表取締役の異動、取締役候補者の選任及び第三者割当に

係る払込完了後の経営体制の一部の決定に関するお知らせ」にてお知らせした通り、当社代表取締役

社長 兼 チーフ・エグゼクティブ・オフィサー（CEO）の月﨑義幸及び代表取締役専務 兼 チーフ・オ

ペレーティング・オフィサー（COO）の沼沢禎寛が本株主総会終了後に代表取締役を辞任することに伴

い、後任として社外取締役の橋本孝久及び常務執行役員 チーフ・フィナンシャル・オフィサー（CFO）

の菊岡稔を代表取締役に就任させるものです。 

 

（２）異動の内容（2019年９月 27日付） 

①新任代表取締役の氏名及び役職 

氏名 新役職 現役職 

橋
はし

 本
もと

 孝
たか

 久
ひさ

 代表取締役会長 社外取締役 

菊
きく

 岡
おか

  稔
みのる

 
代表取締役社長 兼  チーフ・エグ

ゼクティブ・オフィサー（CEO） 

常務執行役員 チーフ・フィナンシャ

ル・オフィサー（CFO） 

 

②代表取締役でなくなる者の氏名及び役職 

氏名 新役職 現役職 

月
つき

 﨑
ざき

 義
よし

 幸
ゆき

 執行役員 
代表取締役社長 兼 チーフ・エグゼ

クティブ・オフィサー（CEO） 

沼
ぬま

 沢
ざわ

 禎
さだ

 寛
ひろ

 執行役員 
代表取締役専務 兼 チーフ・オペ

レーティング・オフィサー（COO） 
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（３）新任代表取締役の生年月日、略歴及び所有株式数 

氏名 

（生年月日） 
略歴 

所有 

株式数 

橋本 孝久 

（1943 年９月 21 日） 

1967年 ４月 日本 IBM株式会社 入社 

0株 

1990年 ４月 同社 野洲工場長 

1991年 10月 

 

同社 大和研究所 技術開発(ディスプレイ)センター

長 

2000年 ４月 同社 取締役 

2001年 10月 

 

 

インターナショナルディスプレイテクノロジー株式

会社 設立 代表取締役社長 

Chi Mei Optoelectronics Corp.副会長 

2004年 ８月 NVTech株式会社 設立 代表取締役社長 

2005年 ７月 

 

InfoVision Optoelectronics Kunshan Co., Ltd.設

立 社長兼 CEO 

2011年 １月 同社 副会長 

2015年 ７月 同社 副会長 退任 

2017年 ６月 当社 社外取締役（現任） 

 

氏名 

（生年月日） 
略歴 

所有 

株式数 

菊岡 稔 

（1962 年９月８日） 

 

1986年 ４月 

 

株式会社日本興業銀行 (現みずほフィナンシャルグ

ループ) 入行 

0株 

1992年 ３月 米国ニューヨーク州弁護士資格取得 

2000年 ５月 メリルリンチ証券会社 投資銀行部門 Director 

2004年 ９月 日東電工株式会社 経営企画部 部長 

2004年 12月 同 米国派遣、米 Nitto Americas 副社長 

2006年 ４月 同 メンブレン事業部長 兼 米 Hydranautics社 CEO 

2011年 ６月 同 理事 経営統括部門長 

2014年 10月 日本電産株式会社 常務執行役員 

2017年 ４月 当社 入社 財務ユニット長 

2017年 10月 当社 財務統括部長 

2018年 10月 当社 執行役員 財務統括部長 

2019年 ５月 

 

当社 常務執行役員 チーフ・フィナンシャル・オフィ

サー（CFO）（現任） 

（注）所有株式数については、2019 年３月 31日現在の株式数を記載しています。 

 

なお、橋本孝久は、本株主総会後に開催される取締役会にて代表取締役会長に就任し、菊岡稔は、

本株主総会にて取締役に選任され、その後開催される取締役会にて代表取締役社長兼 CEO に就任す

る予定です。 

 

 

２．執行役員人事及び組織体制について 

2019年 8月 27日付で開示した「取締役候補者の選任及び執行役員人事に関するお知らせ」において、

2019 年 10 月１日付の執行役員体制につき開示しておりましたが、その役職につき決定いたしましたの
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で、以下の通りお知らせいたします。 

また、本日付で開示した「（開示事項の変更・経過）モバイル事業の縮小、人員削減、役員報酬の削減

等による構造改革の実施、並びに執行体制の刷新に関するお知らせ」にてお知らせした通り、当社は、

希望退職者の募集等による大幅な人員削減を行うため、今後、社内の人員リソースの最大限の有効活用

が必要となります。このため当社は、各社内カンパニーに配置していた共通の機能部門を統合し、効率

化を図りつつ各社内カンパニーの事業責任の明確化及び意思決定のスピードを維持するため、2019年 10

月 1日付でカンパニー制を廃止し、事業部制を採用することといたしました。  

 

・執行役員（2019年 10月１日付） 

氏名 役職 

菊岡 稔 社長執行役員 チーフ・エグゼクティブ・オフィサー（CEO） 

植木 俊博 執行役員 チーフ・オペレーティング・オフィサー（COO） 

下垣内 康 執行役員 車載インダストリアル事業部長 

永岡 一孝 執行役員 特別プロジェクト担当 

仲島 義晴 執行役員 チーフ・テクノロジー・オフィサー（CTO） 

大河内 聡人 執行役員 経営企画本部長 

岡田 拓也 執行役員 法務担当ゼネラルカウンセル 

小川 和宏 執行役員 ディスプレイソリューションズ事業部長 

飯塚 一也 執行役員 モバイル事業部長 

月﨑 義幸 執行役員 

沼沢 禎寛 執行役員 

（注）月﨑義幸及び沼沢禎寛は、新執行体制への引き継ぎ及びサポートを行った後、引き継ぎ完了を

もって退任する予定です。 

 

以 上 


