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2020年２月26日

各 位

会 社 名 昭和電線ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長  長谷川 隆代

（コード番号 5805 東証第１部）
問 合 せ 先 執行役員 事業戦略統括本部経営企画部長 小又 哲夫

（TEL．044－223－0520）

代表取締役の追加選定および役員の異動に関するお知らせ

当社は、2020 年２月 26 日開催の取締役会において、2020 年４月 1 日付の代表取締役の追加選定および執行

役員の異動ならびに同年６月 25 日付の取締役の異動を、下記のとおり決定および内定いたしましたので、お知

らせいたします。取締役の異動については、2020 年６月 25日開催予定の当社第124 期定時株主総会において正

式に決定される予定です。

記

１．代表取締役の追加選定（2020 年４月１日付）

（１）選定の理由

   現任の代表取締役社長 長谷川 隆代に加えて、張 東成を新たに代表取締役として追加選定し代表取締役

２名体制とすることで、さらなるコーポレートガバナンスの拡充と経営体制の強化を図るものです。

（２）代表取締役の役職

氏名 新役職名 現役職名

長 谷 川 隆 代
代表取締役社長・取締役会議長

グループＣＥＯ

代表取締役社長

グループＣＥＯ

張   東   成
代表取締役・専務執行役員

事業戦略統括本部長

取締役専務執行役員

事業戦略統括本部長

（３）新任代表取締役の略歴

新役職名   代表取締役・専務執行役員

氏  名 張  東 成（ちょう とうせい）

生年月日    1964年１月６日

  
   略  歴   1993年 ３月 埼玉大学大学院化学科（修士）修了

       1993 年 ４月 当社入社

2006 年 10月 当社経営企画部次長

2012 年 ６月 当社執行役員 海外事業企画推進室長

2015 年 ６月 当社取締役 海外事業企画推進室長

天津昭和漆包線有限公司董事長

2017年 ４月 当社取締役 天津昭和漆包線有限公司董事長

2017 年 ６月 当社常務取締役 天津昭和漆包線有限公司董事長

2018 年 ６月 当社常務取締役 事業戦略本部長

2019 年 ４月 当社取締役 専務執行役員 事業戦略統括本部長（現任）

  所有株式数  1,400株
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２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の異動（2020年６月25日付予定）

退任予定取締役

  現 取締役       田中 幹男  （当社上席フェローに就任予定）

３．監査等委員である取締役の異動（2020年６月25日付予定）

（１）新任取締役候補

  社外取締役（監査等委員）     坂倉 裕司

（現 リレーションズＪＡＰＡＮ㈱ 代表取締役、

㈱レスターホールディングス 取締役監査等委員、

㈱湘南ゼミナール 監査役、

公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団 監事）

   取 締 役（常勤監査等委員）   戸川 隆

                      （現 ㈱ＳＤＳ 専務取締役 管理本部長）

（２）退任予定取締役

    現 取締役（常勤監査等委員）    武氏 英明  （当社顧問（非常勤）に就任予定）

４．執行役員の異動（2020年４月１日付就任・担当変更、３月31日付退任）

（１）新任執行役員

    執行役員（建設電販・物流改革、営業統括担当 兼 ＳＦＣＣ㈱代表取締役社長）

黒須 光明（現 当社事業戦略統括本部電線事業ＰＪ 兼 ＳＦＣＣ㈱代表取締役社長）
    

    執行役員（総務、法務、人事、人材育成、グループ調達担当 兼 管理統括本部人事総務統括部長）

菅井 幹夫（現 当社事業戦略統括本部調達本部 兼 昭和電線ケーブルシステム㈱ 資材調達部長）

    執行役員（経理、財務担当 兼 管理統括本部経理統括部長）

今井 啓隆（現 当社事業戦略統括本部調達本部 兼 冨士電線㈱ 取締役管理本部経理部長）

（２）担当変更

    常務執行役員（管理部門統括担当 兼 管理統括本部長）

山口 太（現常務執行役員 ファイナンス戦略、ＣＳＲ、リスク管理、品質担当

兼 管理統括本部長 兼 ファイナンス戦略部長）

執行役員（ＩＣＴ・サイバーセキュリティー、新規事業セグメント担当）

    樋口 嘉章（現執行役員 ＩＣＴ・サイバーセキュリティー担当 兼 事業戦略統括本部ＩＣＴ推進部長

兼 ㈱アクシオ代表取締役社長）

（３）退任執行役員

    現執行役員（新規事業セグメント長 兼 技術開発・知財担当 兼 新事業開拓部長）

    大根田 進（当社フェロー 知財戦略担当 兼 基盤技術開発センター長 に就任予定）

    現執行役員（人事、総務、法務、人材育成担当 兼 人事総務統括部長 兼 輸出管理室長）

    佐久間 寛（㈱ロジス・ワークス 代表取締役社長に３月１日付就任予定）

    現執行役員（経理・財務担当 兼 経理統括部長）

    板垣 哲（冨士電線㈱ 取締役に就任予定）

    現執行役員（セールス・マーケティング、調達戦略担当 ㈱ＳＤＳ 代表取締役社長）

    不二木 哲（㈱ＳＤＳ 代表取締役社長は継続予定）
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（参 考）

新任取締役候補の略歴

坂倉 裕司（さかくら ゆうじ） 1951 年５月３日生

1974年 ３月 和歌山大学経済学部卒業

    1999年 ２月 米国ペンシルベニア大学ウォートン校

             AMP（Advanced Management Program）修了

1974年 ４月 日商岩井㈱（現双日㈱）入社

1998年 ４月 同社 市場金融部長

1999年 ６月 日商岩井証券㈱ 代表取締役社長

2004年 ３月 フィデス証券㈱ 代表取締役社長

2005年 ４月 イー・トレード証券㈱ 執行役員法人営業部長

2005年 ９月 ＧＣＡ㈱ チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

2006年 ５月 同社 取締役チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

2007年 ７月 ＧＣＡサヴィアン㈱ チーフ・デベロップメント・オフィサー

2011年 ５月 リレーションズＪＡＰＡＮ㈱ 代表取締役（現任）

2011年 ６月 ㈱オートバックスセブン 社外監査役

2014年 ３月 ㈱フルキャストホールディングス 社外監査役

2016年 ６月 ㈱ＵＫＣホールディングス（現㈱レスターホールディングス）

社外監査役

2019年 ４月 ㈱レスターホールディングス 取締役監査等委員（現任）

2019年 ６月 公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団 監事 （現任）

2019年 12月 ㈱湘南ゼミナール 監査役 （現任）

  戸川 隆（とがわ たかし） 1957年４月９日生

1980年 ３月 早稲田大学商学部卒業

1980年 ４月 東京芝浦電気㈱（現㈱東芝）入社

2004年 ５月 同社 モバイルコミュニケーション社経理部グループ長

2006年 ６月 同社 経営監査部経営監査第二担当グループ長

2008年 ４月 同社 経営監査部経営監査第一担当グループ長

2009年 ６月 同社 当社経理統括部次長（出向）

2010年 ４月 同社 当社経理統括部長（出向）

2010年 ６月 当社執行役員 経理統括部長

2011年 ６月 当社取締役 経理統括部長

2014年 ６月 当社常務取締役

            昭和電線ビジネスソリューション㈱ 取締役社長

2016年 ６月 ㈱ＳＤＳ 専務取締役

2017年 ４月 同社専務取締役 管理本部長（現任）

以 上


