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                                平成２５年５月１４日 
 
                  会社名  東洋インキＳＣホールディングス株式会社 
                  代表者名 代表取締役社長  北川 克己 
                       （コード番号 ４６３４ 東証第一部） 
                  問合せ先 執行役員グループ総務部長  野邊 俊彦 
                  電話   ０３－３２７２－５７３１（代表） 
 

役員人事等に関するお知らせ 
 
 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事等を内定いたしましたので、お

知らせいたします（取締役、監査役、執行役員人事については、平成２５年６月２７日開催予定

の定時株主総会および同株主総会終了後の取締役会にて選任・決議予定）。 
 

記 
１．取締役の異動 
（１）昇任取締役候補 

氏名 新役職 現役職 
住山 政弘 常務取締役 

品質保証・生産・環境担当 
取締役 
品質保証・生産・環境担当 

青山 裕也 常務取締役 
人事・財務・総務・広報・監査室担当

取締役 
人事・財務・総務・広報・監査室担当

（２）新任取締役候補 
氏名 新役職 現役職 

境 裕憲 取締役 
（トーヨーケム株式会社 代表取締

役社長を兼任） 

常務執行役員 
（トーヨーケム株式会社 代表取締

役社長を兼任） 
東 慎一 取締役 

生産・物流・調達本部長 
執行役員 
生産・物流・調達本部長 

平川 利昭 取締役 
グループ財務部長 

執行役員 
グループ財務部長 

高島 悟 取締役 
社長室長 

執行役員 
社長室長 

東洋インキ
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（３）退任予定取締役 
氏名 新役職 現役職 

松山 茂樹 顧問 専務取締役 
柏岡 元彦 常務執行役員 

（東洋モートン株式会社 代表取締

役社長を兼任） 

取締役 
（東洋モートン株式会社 代表取締

役社長を兼任） 
 
２．監査役の異動 
（１）新任監査役候補 

氏名 新役職 現役職 
甘利 公人 社外監査役（非常勤）  － 
※甘利公人氏は上智大学法学部教授であり、平成２５年６月２７日開催予定の定時株主総会にお

いて選任された場合、東京証券取引所有価証券上場規程第４３６条の２に定める独立役員とし

て、東京証券取引所へ届け出る予定です。 
（２）退任予定監査役 

氏名 新役職 現役職 
飯塚 孝  － 社外監査役（非常勤） 
 
３．執行役員の異動 
（１）昇任執行役員候補 

氏名 新役職 現役職 
前田 浩之 常務執行役員 

（東洋インキ株式会社 取締役関西

支社長を兼任） 

執行役員 
（東洋インキ株式会社 執行役員関

西支社長を兼任） 
加藤 賢 常務執行役員 

（トーヨーカラー株式会社 取締役

着色事業統括部長を兼任） 

執行役員 
（トーヨーカラー株式会社 執行役

員着色事業統括部長を兼任） 
山岡 新太郎 常務執行役員 

（東洋インキ株式会社 取締役技術

担当兼プリンティング技術統括部長

を兼任） 

執行役員 
（東洋インキ株式会社 執行役員技

術担当兼プリンティング技術統括部

長を兼任） 
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（２）新任執行役員候補 
氏名 新役職 現役職 

濱田 弘之 執行役員 
（欧州担当 
TOYO INK EUROPE S.A.S. 代表

取締役社長を兼任） 

 
欧州担当 
TOYO INK EUROPE S.A.S. 代表取

締役社長 
野口 広司 執行役員 

（トーヨーカラー株式会社 執行役

員メディア材料販売統括部長を兼

任） 

 
トーヨーカラー株式会社 メディア

材料販売統括部長 

芹澤 登史也 執行役員 
（東洋インキ株式会社 執行役員凸

版販売統括部長を兼任） 

 
東洋インキ株式会社 凸版販売統括

部長 
岡市 秀樹 執行役員 

（米国担当 
TOYO INK AMERICA, LCC 代表

取締役会長を兼任） 

 
米国担当 
TOYO INK AMERICA, LCC 代表

取締役会長 
安藤 誠康 執行役員 

（トーヨーケム株式会社 執行役員

新事業開発部長を兼任） 

 
トーヨーケム株式会社 新事業開発

部長 
中村 隆裕 執行役員 

（トーヨーケム株式会社 執行役員

ポリマー・塗加工販売統括部長を兼

任） 

 
トーヨーケム株式会社 ポリマー・塗

加工販売統括部長 

加野 雅之 執行役員 
グループ人事部長 

 
グループ人事部長 

井出 和彦 執行役員 
テクノロジー・イノベーション本部

長 

 
テクノロジー・イノベーション本部長
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（３）退任予定執行役員 
氏名 新役職 現役職 

久納 義朗 顧問 常務執行役員 
（トーヨーケム株式会社 専務取締

役を兼任） 
植田 政廣 顧問 常務執行役員 

（東洋インキ株式会社 専務取締役

を兼任） 
伊賀 哲雄 顧問 

（東洋ＦＰＰ株式会社 代表取締役

社長を兼任） 

執行役員 
（東洋ＦＰＰ株式会社 代表取締役

社長を兼任） 
近藤 毅 顧問 

（東洋インキ中四国株式会社 代表

取締役社長を兼任） 

執行役員 
（トーヨーケム株式会社 執行役員

クライアント担当を兼任） 
根本 裕之 顧問 

（東洋アドレ株式会社 代表取締役

社長を兼任） 

執行役員 
（東洋インキ株式会社 執行役員Ｅ

ＣＳ事業統括部長を兼任） 
（４）執行役員のミッション変更 

氏名 新役職 現役職 
伊藤 富佐雄 常務執行役員 

（TOYO INK AUSTRALIA PTY. 
LTD. 代表取締役社長を兼任） 

常務執行役員 
（トーヨーカラー株式会社 取締役

海外・ＳＣＭ担当を兼任） 
川島 大幸 執行役員 

（東洋インキ株式会社 執行役員事

業戦略担当を兼任） 

執行役員 
（東洋アドレ株式会社 常務取締役

技術・生産担当を兼任） 
田村 俊和 執行役員 

（トーヨーカラー株式会社 取締役

色材・機能材料販売統括部長を兼任）

執行役員 
（トーヨーカラー株式会社 執行役

員色材・機能材料販売統括部長を兼

任） 
御子柴 武 執行役員 

（トーヨーケム株式会社 取締役事

業戦略担当を兼任） 

執行役員 
（東洋インキ株式会社 執行役員事

業戦略担当兼インキ販売副本部長を

兼任） 
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４．主要人事異動（平成２５年７月１日付） 
（１）東洋インキ株式会社 

氏名 新役職 現役職 
古賀 研介 ＥＣＳ事業統括部長兼ＵＶインキ販

売部長 
ＥＣＳ事業統括部ＵＶインキ販売部

長 
（２）トーヨーカラー株式会社 

氏名 新役職 現役職 
加藤 茂樹 茂原工場長 珠海東洋科美化学有限公司副総経理 
（３）その他関係会社 

氏名 新役職 現役職 
石橋 正光 東洋インキエンジニアリング株式会

社代表取締役社長 
東洋インキエンジニアリング株式会

社 グローバル戦略室長 
 
５．顧問のミッション変更（平成２５年６月２７日付） 

氏名 新役職 現役職 
竹中 義彰 顧問 顧問 

（東洋アドレ株式会社代表取締役社

長を兼任） 
松原 亨 顧問 顧問 

（東洋インキエンジニアリング株式

会社代表取締役社長を兼任） 
阿部 雄次郎 顧問 顧問 

（東洋インキ中四国株式会社代表取

締役社長を兼任） 
 

以上 


