
 

 

 

各  位                                  2021 年３月 24 日 

会 社 名 ： 大 日 精 化 工 業 株 式 会 社 

代表者名：代表取締役社長 高橋 弘二 

（コード番号 4116 東証第１部） 

問合せ先：常務取締役 推進機構総括 

廣田 惠司  

TEL 03-3662-7111 

 

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ 

 

当社は、2021年３月24日開催の取締役会にて、下記の通り代表取締役および役員の異動を決議（内

定）致しましたのでご案内申し上げます。 

 なお、本異動につきましては 2021 年 6 月下旬に開催予定の第 118 期定時株主総会、および同日開

催の取締役会、監査役会の決議に基づき正式に決定する予定です。 

 

 

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・充実をはかり、さらなる企業価値の増大をはかるため。 

 

   （２）新任代表取締役候補者 

      代表取締役常務 小城 義尚 （現 常務取締役） 

 

   （３）新任代表取締役候補者の略歴 

生年月日 略歴 所有株式数（千株） 

1953 年 11 月 29 日生 

1979年４月  当社入社 

2014年11月  技術統括本部室 次長 

2015年４月  執行役員 

2015年６月  技術機構総括補佐兼技術管理本部 本部長 

2016年４月  上席執行役員 

2016年６月  取締役就任 

 技術機構総括（現） 

 技術管理本部担当 

 基幹技術本部担当 

 事業開発本部担当 

2017年４月  合成研究本部担当 

 分散研究本部担当 

2019年４月  品質化学品統括室 室長 

2020年４月  CSR・リスク管理推進本部 本部長（現） 

2020 年６月  常務取締役就任（現） 

２ 



 

２．取締役の異動 

（１）取締役候補 

高橋 弘二 （たかはし こうじ）  重任（代表取締役 社長） 

小城 義尚  （こしろ よしたか）  重任（代表取締役 常務） 

廣田 惠司    （ひろた けいじ）    重任（常務取締役） 

一関 昌文    （いちのせき まさふみ） 重任（取締役） 

青葉 匡彦    （あおば まさひこ）   新任（取締役） 

瀧野 裕之  （たきの ひろゆき）  重任（社外取締役） 

中川 義章    （なかがわ よしあき）  新任（社外取締役） 

長濱 晶子    （ながはま あきこ）   新任（社外取締役） 

 

（２）新任取締役候補の略歴 

氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 

（千株） 

青葉 匡彦 1963 年 9 月 5 日生 1988 年４月 当社入社 

2014 年４月 東海製造事業所 事業所長（現） 

2019 年４月 執行役員 

2020 年４月 東京製造事業所 事業所長（現） 

2020 年６月 常務執行役員（現） 

生産機構担当（現） 

生産推進本部担当（現） 

各製造事業所担当（現） 

       施設・設備本部担当（現） 

1 年 ― 

中川 義章 1955 年 2 月 2 日生 1978 年４月 防衛庁（現防衛省）陸上自衛隊入隊 

2000 年 12 月 自衛隊帯広地方連絡部長 

2002 年３月 陸上幕僚監部人事部 援護業務課長 

2004 年３月 北部方面総監部幕僚副長（札幌） 

2006 年３月 統合幕僚監部報道官 

2007 年７月 中部方面総監部幕僚長兼伊丹駐屯地司令 

2009 年 12 月 第１師団長（練馬） 

2011 年４月 陸上自衛隊研究本部長 

2013 年８月 陸上自衛隊退職 

2013 年 11 月 株式会社小松製作所入社（顧問） 

2020 年２月 同社退職 

2020 年４月  株式会社電巧社入社（顧問）（現） 

1 年 ― 

長濱 晶子 1976 年 9 月 30 日生 2005 年 11 月 司法試験合格 

2007 年 12 月 司法研修所修了 

同 弁護士登録 

2007 年 12 月 YNM 法律事務所（現長濱・水野・井上法

律事務所）入所（現） 

1 年 ― 

 



 

（３）退任予定取締役 

齋藤 修   （さいとう おさむ） 

 

３．監査役の異動 

（１）監査役候補 

    川田 勝久    （かわだ かつひさ）   再任（常勤監査役） 

    山口 秀巳 （やまぐち ひでみ）   新任（社外監査役） 

   （注）山口秀巳氏は、現 補欠監査役であります。 

（２）新任監査役候補者の略歴 

氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 

（千株） 

山口 秀巳 1954 年１月２日生 1972 年４月  東京国税局入局 

1998 年５月  税理士資格取得 

2008 年７月  北沢税務署長 

2013 年７月  東京国税局調査第二部長 

2014 年７月  東京国税局退官 

2014 年８月  税理士開業（現） 

2016 年９月  東洋ドライルーブ株式会社取締役（監査

等委員）（現） 

2017 年４月  当社顧問税理士（現） 

2017 年６月  当社補欠監査役（現） 

４年 ― 

 

（３）退任予定監査役 

    伊東 君男   （いとう きみお）   任期満了 

（４）補欠監査役候補 

 五十里 秀一朗 （いかり しゅういちろう） 

（注）五十里秀一朗氏は会社法に定める社外監査役の要件を満たしております。 

 

※ リリース 

https://www.daicolor.co.jp/ 

 

以 上 


