
田 中　良 幸
代表取締役会長

代表取締役

役員一覧 2018年8月1日現在

昭和 39年 11月 当社入社
平成 10年 ６月 当社代表取締役社長
平成 18年 ６月 当社代表取締役会長（現任）

［重要な兼職の状況］
日本イベント企画株式会社 代表取締役会長

選任の理由
同氏は、当社取締役社長を歴任し、平成18年より取締役会長を務めており
ます。当社業務のみならず、政財界にも精通した同氏を取締役とすることに
より、取締役会の監督機能が強化されることを期待し、取締役として適任と
判断しました。

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

田 中　勝 英
代表取締役副会長

昭和 39年 ４月 当社入社
平成 13年 10月 当社代表取締役専務取締役管理本部長
平成 18年 ６月 当社代表取締役社長
平成 21年 ６月 当社代表取締役副会長（現任）

［重要な兼職の状況］
日本イベント企画株式会社 代表取締役社長

選任の理由
同氏は、当社の営業部門や管理部門で要職を歴任し、平成18年から取締役
社長を務めるなど、豊富な経験と実績を有しております。また、平成21年か
らは取締役副会長として、経営の管理、監督機能を担っており、取締役とし
て適任と判断しました。

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

田 中　尚 一 郎
代表取締役社長
社長執行役員営業本部長

平成 元年 12月 当社入社　
平成 22年 ４月 当社取締役執行役員関東統括部長
平成 22年 ６月 当社取締役執行役員営業副本部長兼関東統括部長
平成 23年 ６月 当社取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長
平成 25年 ４月 当社取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長兼C&R部長
平成 27年 ４月 当社取締役常務執行役員営業本部長
平成 27年 ６月 当社取締役専務執行役員営業本部長
平成30年  ４月 当社代表取締役社長
   社長執行役員営業本部長（現任）

［重要な兼職の状況］
Sun Messe(Thailand)Co.,Ltd. 代表取締役社長

選任の理由
同氏は、当社の営業本部長として国内営業部門を統括し営業力強化を推進
するとともに海外子会社の取締役社長として経営を担ってきました。また本
年4月からは当社の取締役社長として業績拡大の責任を担っており、今後も
当社の企業価値向上へさらなる貢献が期待できることから、取締役として
適任と判断しました。

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

水 谷　和 則
取締役常務執行役員
営業副本部長　岐阜統括部長兼本社営業部長

昭和 54年 ４月 当社入社　
平成 19年 ６月 当社取締役執行役員営業副本部長兼営業開発部長
平成 25年 ４月 当社取締役執行役員営業副本部長
   兼ソリューション経営部門統括部長兼営業開発部長
平成 27年 ４月 当社取締役執行役員営業副本部長
   兼岐阜・ソリューション統括部長兼本社営業部長
平成 27年 ６月 当社取締役常務執行役員営業副本部長
   兼岐阜・ソリューション統括部長兼本社営業部長
平成 27年 8月 当社取締役常務執行役員営業副本部長
   兼岐阜統括部長兼本社営業部長
平成 28年 8月 当社取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長
平成 30年 4月 当社取締役常務執行役員営業副本部長　岐阜統括部長兼本社営業部長（現任）

選任の理由
同氏は、新規開拓部門、ITソリューション部門長を歴任し、営業部門等における幅広い
経験と実績を踏まえ、取締役として適任と判断しました。

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

今 井　稔
取締役常務執行役員
営業副本部長　愛知統括部長

昭和 55年 ４月 当社入社　
平成 21年 ６月 当社取締役執行役員マーケティング開発部長
平成 21年 ７月 当社取締役執行役員購買本部長兼購買部長
平成 26年 ６月 当社取締役執行役員営業副本部長兼愛知統括部長
平成 27年 ６月 当社取締役常務執行役員営業副本部長
   愛知統括部長（現任）

選任の理由
同氏は、営業戦略部門などの営業部門だけでなく、購買部門長を歴任し、その幅広い経
験と実績は当社の業績向上に資するため、取締役として適任と判断しました。

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

伊 東　覚
取締役常務執行役員
製造本部長

昭和 59年 ４月 当社入社
平成 21年 ６月 当社執行役員製造副本部長兼本社工場長
平成 23年 ６月 当社取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長
平成 23年 ８月 当社取締役執行役員製造副本部長
平成 24年 ４月 当社取締役執行役員製造本部長
平成 27年 ４月 当社取締役執行役員製造本部長兼生産管理部長
平成 27年 ６月 当社取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長
平成 27年 ８月 当社取締役常務執行役員製造本部長
平成 28年 ４月 当社取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長
平成 28年 8月 当社取締役常務執行役員製造本部長（現任）

選任の理由
同氏は、製造本部長として製造部門を統括し、牽引してきた実績とものづくりに対する
豊富な経験を踏まえ、取締役として適任と判断しました。

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

取締役常務執行役員
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監査等委員である取締役取締役相談役

執行役員

田 中　義 一
取締役相談役

昭和 41年 ２月 当社入社
平成 13年 10月 当社代表取締役専務取締役営業本部長
平成 19年 ６月 当社代表取締役副社長
平成 21年 ６月 当社代表取締役社長
平成 30年 ４月 当社取締役相談役（現任）

選任の理由
同氏は、平成21年より当社取締役社長を務め、経営トッ
プとしてグループ全体を牽引してきました。本年4月より
取締役相談役に就任し、その豊富な経営経験は、当社の
さらなる機能強化に資するため、取締役として適任と判
断しました。

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

長 屋　英 機
取締役 （監査等委員・社外）

昭和 51年 ４月 株式会社大垣共立銀行入行
平成 ９年 １月 同行茶屋坂支店 支店長
平成 11年 ５月 共立ミリオンカード株式会社 社長
平成 13年 ５月 株式会社大垣共立銀行春日井支店 支店長
平成 16年 ５月 同行各務原支店 支店長
平成 18年 ５月 共友リース株式会社 常務取締役
平成 20年 ３月 いわなか株式会社 総務部長
平成 22年 ２月 当社本社第一営業部参事
平成 22年 ６月 当社常勤監査役
平成 27年 ６月 当社取締役（監査等委員）（現任）

選任の理由
同氏は、長年にわたり金融業務に携わるとともに企業経
営の経験も有しており、その豊富な経験と幅広い見識を
当社の経営管理体制に活かせるため、監査等委員である
取締役（社外取締役）として適任と判断しました。

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

石 岡　秀 夫
取締役 （監査等委員・社外）

平成 18年 ７月 名古屋国税局課税第二部 酒類監理官
平成 19年 ７月 岐阜北税務署長
平成 20年 ８月 名古屋税理士会に税理士登録
平成 20年 ９月 石岡秀夫税理士事務所代表（現任）
平成 21年 ４月 中部大学大学院非常勤講師（現任）
平成 24年 ６月 当社監査役
平成 27年 ６月 当社取締役（監査等委員）（現任）

［重要な兼職の状況］
石岡秀夫税理士事務所代表

選任の理由
同氏は、直接企業の経営に関与された経験はありませ
んが、税務署等勤務及び税理士として培われた税務、財
務及び会計に関する相当程度の見識を有しており、その
専門的な見識を当社の経営管理体制に助言及び提言を
いただけるため、監査等委員である取締役（社外取締
役）として適任と判断しました。

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

松 井　巌
取締役 （監査等委員・常勤）

昭和 52年 ３月 当社入社
平成 20年 ８月 当社取締役執行役員営業本部長
平成 21年 7月 当社取締役執行役員営業本部長
   兼公共営業部長
平成 23年 ６月 当社取締役常務執行役員営業本部長
   兼公共営業部長
平成 25年 ４月 当社取締役常務執行役員営業本部長
平成 27年 ４月 当社取締役常務執行役員営業本部長補佐
平成 27年 ６月 当社取締役（常勤監査等委員）（現任）

選任の理由
同氏は、長年にわたり当社の営業部門に携わり、営業統
括責任者を務めるなど豊富な経験と知見を有しており、
当社の経営管理体制の監査・監督に有効な助言をいた
だけるため、監査等委員である取締役として適任と判断
しました。

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

昭和 62年 4月 当社入社
平成 25年 2月 当社本社営業部長
平成 27年 4月 当社営業開発部長
平成 28年 8月 当社執行役員営業開発部長
平成 30年 4月 当社執行役員
   営業開発第一部長（現任）

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

平成 23年 1月 当社入社
平成 26年 8月 当社東京営業部長
平成 28年 8月 当社執行役員営業企画第一部長
平成 29年 8月 当社執行役員
   ソリューション戦略推進部長
平成 30年 4月 当社執行役員営業副本部長
   ソリューション統括部長
   兼ソリューション戦略推進部長（現任）

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

長 井　芳 郎
取締役執行役員
購買本部長兼購買部長

昭和 53年 ３月 当社入社　
平成 19年 ６月 当社取締役執行役員営業副本部長
   兼名古屋営業部長
平成 24年 ４月 当社取締役執行役員営業副本部長
   兼愛知統括部長
平成 26年 ６月 当社取締役執行役員購買本部長
   兼購買部長（現任）

選任の理由
同氏は、これまで営業部門での豊富な経験があり、現在
は購買本部長として資材発注部門の重責を担っており、
当社の業績向上に資するため、取締役として適任と判断
しました。

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

竹 林　啓 路
取締役執行役員
総務部長

昭和 57年 ４月 当社入社　
平成 19年 ６月 当社執行役員製造副本部長
平成 21年 ６月 当社取締役執行役員製造本部長
平成 24年 ４月 当社取締役執行役員品質保証室長
平成 27年 8月 当社取締役執行役員総務部長（現任）

選任の理由
同氏は、これまで製造、品質保証分野の部門長を歴任し、
現在は総務部長を担っており、その経験と実績は、強い
リーダーシップで当社全体を牽引できるため、取締役と
して適任と判断しました。

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

橋 本　勝 之
取締役執行役員
営業副本部長　大阪統括部長兼大阪営業部長

昭和 55年 ４月 当社入社
平成 18年 ７月 当社滋賀営業部長
平成 23年 ６月 当社執行役員滋賀営業部長
平成 24年 ４月 当社執行役員大阪営業部長
平成 27年 ６月 当社取締役執行役員大阪営業部長
平成 27年 8月 当社取締役執行役員大阪統括部長
   兼大阪営業部長
平成 30年 ４月 当社取締役執行役員営業副本部長
   大阪統括部長兼大阪営業部長（現任）

選任の理由
同氏は、各営業拠点長を歴任し、その拠点での事業成長
に向けた体制整備の経験、実績は当社の業績向上に資
するため、取締役として適任と判断しました。

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

平 野　高 光
執行役員
営業開発第一部長

田 中　信 康
執行役員
営業副本部長　ソリューション統括部長
兼ソリューション戦略推進部長

千 代　耕 司
取締役執行役員
管理本部長兼経理部長

昭和 57年 ４月 当社入社
平成 13年 ５月 当社購買部長
平成 18年 ６月 当社執行役員経理部長
平成 27年 ６月 当社取締役執行役員経理部長
平成 27年 8月 当社取締役執行役員管理本部長
   兼経理部長（現任）

選任の理由
同氏は、製造、購買、経理部門を歴任し、当社全般の経営
知識と豊富な経験は、当社の経営判断に重要な情報を
提供できるため、取締役として適任と判断しました。

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

衣 斐　輝 臣
取締役執行役員
品質保証室長

昭和 59年 ４月 当社入社
平成 21年 ６月 当社執行役員管理本部長兼総務部長
平成 27年 ６月 当社取締役執行役員管理本部長
   兼総務部長
平成 27年 ８月 当社取締役執行役員製造副本部長
   兼本社工場長
平成 28年 ８月 当社取締役執行役員製造副本部長
   兼生産管理部長
平成 29年 1月 当社取締役執行役員品質保証室長（現任）

選任の理由
同氏は、営業、製造、総務、品質保証部門を歴任し、社内
の風土改革に取り組んできた実績と経営全般における
豊富な見識や職務経験は、当社の業績向上に資するた
め、取締役として適任と判断しました。

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

由 良　直 之
取締役執行役員
営業副本部長　東京統括部長

昭和 59年 ４月 当社入社
平成 19年 ６月 当社赤坂営業部長
平成 22年 ４月 当社東京営業部長
平成 23年 ６月 当社執行役員東京営業部長
平成 25年 ８月 当社執行役員東京統括部長
平成 27年 ６月 当社取締役執行役員営業副本部長
   東京統括部長（現任）

選任の理由
同氏は、東京地区を牽引してきた実績と、さらなる成長
に向けた体制整備の経験は、当社の業績向上に資する
ため、取締役として適任と判断しました。

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

取締役執行役員

役員一覧 2018年8月1日現在
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監査等委員である取締役取締役相談役

執行役員

田 中　義 一
取締役相談役

昭和 41年 ２月 当社入社
平成 13年 10月 当社代表取締役専務取締役営業本部長
平成 19年 ６月 当社代表取締役副社長
平成 21年 ６月 当社代表取締役社長
平成 30年 ４月 当社取締役相談役（現任）

選任の理由
同氏は、平成21年より当社取締役社長を務め、経営トッ
プとしてグループ全体を牽引してきました。本年4月より
取締役相談役に就任し、その豊富な経営経験は、当社の
さらなる機能強化に資するため、取締役として適任と判
断しました。

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

長 屋　英 機
取締役 （監査等委員・社外）

昭和 51年 ４月 株式会社大垣共立銀行入行
平成 ９年 １月 同行茶屋坂支店 支店長
平成 11年 ５月 共立ミリオンカード株式会社 社長
平成 13年 ５月 株式会社大垣共立銀行春日井支店 支店長
平成 16年 ５月 同行各務原支店 支店長
平成 18年 ５月 共友リース株式会社 常務取締役
平成 20年 ３月 いわなか株式会社 総務部長
平成 22年 ２月 当社本社第一営業部参事
平成 22年 ６月 当社常勤監査役
平成 27年 ６月 当社取締役（監査等委員）（現任）

選任の理由
同氏は、長年にわたり金融業務に携わるとともに企業経
営の経験も有しており、その豊富な経験と幅広い見識を
当社の経営管理体制に活かせるため、監査等委員である
取締役（社外取締役）として適任と判断しました。

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

石 岡　秀 夫
取締役 （監査等委員・社外）

平成 18年 ７月 名古屋国税局課税第二部 酒類監理官
平成 19年 ７月 岐阜北税務署長
平成 20年 ８月 名古屋税理士会に税理士登録
平成 20年 ９月 石岡秀夫税理士事務所代表（現任）
平成 21年 ４月 中部大学大学院非常勤講師（現任）
平成 24年 ６月 当社監査役
平成 27年 ６月 当社取締役（監査等委員）（現任）

［重要な兼職の状況］
石岡秀夫税理士事務所代表

選任の理由
同氏は、直接企業の経営に関与された経験はありませ
んが、税務署等勤務及び税理士として培われた税務、財
務及び会計に関する相当程度の見識を有しており、その
専門的な見識を当社の経営管理体制に助言及び提言を
いただけるため、監査等委員である取締役（社外取締
役）として適任と判断しました。

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

松 井　巌
取締役 （監査等委員・常勤）

昭和 52年 ３月 当社入社
平成 20年 ８月 当社取締役執行役員営業本部長
平成 21年 7月 当社取締役執行役員営業本部長
   兼公共営業部長
平成 23年 ６月 当社取締役常務執行役員営業本部長
   兼公共営業部長
平成 25年 ４月 当社取締役常務執行役員営業本部長
平成 27年 ４月 当社取締役常務執行役員営業本部長補佐
平成 27年 ６月 当社取締役（常勤監査等委員）（現任）

選任の理由
同氏は、長年にわたり当社の営業部門に携わり、営業統
括責任者を務めるなど豊富な経験と知見を有しており、
当社の経営管理体制の監査・監督に有効な助言をいた
だけるため、監査等委員である取締役として適任と判断
しました。

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

昭和 62年 4月 当社入社
平成 25年 2月 当社本社営業部長
平成 27年 4月 当社営業開発部長
平成 28年 8月 当社執行役員営業開発部長
平成 30年 4月 当社執行役員
   営業開発第一部長（現任）

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

平成 23年 1月 当社入社
平成 26年 8月 当社東京営業部長
平成 28年 8月 当社執行役員営業企画第一部長
平成 29年 8月 当社執行役員
   ソリューション戦略推進部長
平成 30年 4月 当社執行役員営業副本部長
   ソリューション統括部長
   兼ソリューション戦略推進部長（現任）

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

長 井　芳 郎
取締役執行役員
購買本部長兼購買部長

昭和 53年 ３月 当社入社　
平成 19年 ６月 当社取締役執行役員営業副本部長
   兼名古屋営業部長
平成 24年 ４月 当社取締役執行役員営業副本部長
   兼愛知統括部長
平成 26年 ６月 当社取締役執行役員購買本部長
   兼購買部長（現任）

選任の理由
同氏は、これまで営業部門での豊富な経験があり、現在
は購買本部長として資材発注部門の重責を担っており、
当社の業績向上に資するため、取締役として適任と判断
しました。

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

竹 林　啓 路
取締役執行役員
総務部長

昭和 57年 ４月 当社入社　
平成 19年 ６月 当社執行役員製造副本部長
平成 21年 ６月 当社取締役執行役員製造本部長
平成 24年 ４月 当社取締役執行役員品質保証室長
平成 27年 8月 当社取締役執行役員総務部長（現任）

選任の理由
同氏は、これまで製造、品質保証分野の部門長を歴任し、
現在は総務部長を担っており、その経験と実績は、強い
リーダーシップで当社全体を牽引できるため、取締役と
して適任と判断しました。

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

橋 本　勝 之
取締役執行役員
営業副本部長　大阪統括部長兼大阪営業部長

昭和 55年 ４月 当社入社
平成 18年 ７月 当社滋賀営業部長
平成 23年 ６月 当社執行役員滋賀営業部長
平成 24年 ４月 当社執行役員大阪営業部長
平成 27年 ６月 当社取締役執行役員大阪営業部長
平成 27年 8月 当社取締役執行役員大阪統括部長
   兼大阪営業部長
平成 30年 ４月 当社取締役執行役員営業副本部長
   大阪統括部長兼大阪営業部長（現任）

選任の理由
同氏は、各営業拠点長を歴任し、その拠点での事業成長
に向けた体制整備の経験、実績は当社の業績向上に資
するため、取締役として適任と判断しました。

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

平 野　高 光
執行役員
営業開発第一部長

田 中　信 康
執行役員
営業副本部長　ソリューション統括部長
兼ソリューション戦略推進部長

千 代　耕 司
取締役執行役員
管理本部長兼経理部長

昭和 57年 ４月 当社入社
平成 13年 ５月 当社購買部長
平成 18年 ６月 当社執行役員経理部長
平成 27年 ６月 当社取締役執行役員経理部長
平成 27年 8月 当社取締役執行役員管理本部長
   兼経理部長（現任）

選任の理由
同氏は、製造、購買、経理部門を歴任し、当社全般の経営
知識と豊富な経験は、当社の経営判断に重要な情報を
提供できるため、取締役として適任と判断しました。

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

衣 斐　輝 臣
取締役執行役員
品質保証室長

昭和 59年 ４月 当社入社
平成 21年 ６月 当社執行役員管理本部長兼総務部長
平成 27年 ６月 当社取締役執行役員管理本部長
   兼総務部長
平成 27年 ８月 当社取締役執行役員製造副本部長
   兼本社工場長
平成 28年 ８月 当社取締役執行役員製造副本部長
   兼生産管理部長
平成 29年 1月 当社取締役執行役員品質保証室長（現任）

選任の理由
同氏は、営業、製造、総務、品質保証部門を歴任し、社内
の風土改革に取り組んできた実績と経営全般における
豊富な見識や職務経験は、当社の業績向上に資するた
め、取締役として適任と判断しました。

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

由 良　直 之
取締役執行役員
営業副本部長　東京統括部長

昭和 59年 ４月 当社入社
平成 19年 ６月 当社赤坂営業部長
平成 22年 ４月 当社東京営業部長
平成 23年 ６月 当社執行役員東京営業部長
平成 25年 ８月 当社執行役員東京統括部長
平成 27年 ６月 当社取締役執行役員営業副本部長
   東京統括部長（現任）

選任の理由
同氏は、東京地区を牽引してきた実績と、さらなる成長
に向けた体制整備の経験は、当社の業績向上に資する
ため、取締役として適任と判断しました。

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

取締役執行役員

役員一覧 2018年8月1日現在
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