
                              
平成 25 年 5月 21 日 

各  位 

会 社 名 日本サード・パーティ株式会社 

代表者名 代表取締役会長兼社長 森 和昭 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 2488） 

問合せ先 常務取締役管理本部長 髙島 隆明 

（電話 03-6408-2488） 

 
決算発表資料の追加（役員の異動）に関するお知らせ 

 

平成 25 年 5 月 21 日開催の当社取締役会において、平成 25 年 6 月 14 日開催予定の第 26 回

定時株主総会に「取締役 8 名選任の件」を付議することを決議いたしましたので下記のとお

りお知らせします。 

 

記 

 

取締役の異動（予定年月日：平成 25 年 6 月 14 日） 

取締役全員（5 名）は、平成 25 年 6 月 14 日開催予定の第 26 回定時株主総会終結の時を

もって任期満了となります。つきましては経営体制の強化を図るため 3 名を増員することと

し、同総会の第 1 号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条件に、

取締役 8 名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、次のとおりであります。 

 
候補者 

番号 

ふりがな 

氏名    

（生年月日） 

略歴、当社における地位及び担当     

（重要な兼職の状況） 

所有する当社

の株式数 

1 

（重任） 

もり かずあき 

森 和昭 

(昭和15年１月26

日生) 

昭和 62 年 10 月 当社代表取締役社長 

平成 24 年 ６月 当社代表取締役会長兼社長 

（現在に至る） 

［重要な兼職の状況] 

匯信通信息産業有限公司総経理 

上海薩徳帕迪信息技術有限公司菫事長総経理 

韓国サード・パーティ㈱代表取締役社長 

Japan Third Party of Americas,Inc. CEO 

2,615,600 株

2 

（重任） 

さえき やすお 
佐伯 康雄 

(昭和 35 年 11 月

20 日生) 

平成 元年３月 当社入社 

平成 14 年６月 当社取締役 

平成 22 年４月 当社取締役新規事業開発戦略本部 

         長 

平成 23 年４月  当社取締役事業戦略室担当兼ニュ 

ープロジェクトセールス部担当 

平成 24 年４月 当社取締役ニュープロジェクト企 

画担当 

平成 24 年６月 当社常務取締役事業戦略本部長 

（現在に至る） 

77,900 株 



候補者 

番号 

ふりがな 

氏名    

（生年月日） 

略歴、当社における地位及び担当     

（重要な兼職の状況） 

所有する当社

の株式数 

3 

（重任） 

たかしま たかあき 
髙島 隆明 

(昭和 25 年 11 月

26 日生) 

平成 13 年７月 当社入社 

平成 14 年６月 当社取締役 

平成 16 年６月 当社常務取締役管理本部長 

平成 20 年６月 当社取締役管理本部長 

平成 22 年４月 当社取締役経営企画本部長 

平成 23 年４月 当社取締役管理本部長 

平成 24 年６月 当社常務取締役管理本部長兼業務 

推進会議議長 

（現在に至る） 

29,600 株 

4 

（重任） 

ふるかわ ひろゆき 
古川 宏幸 

(昭和39年８月13

日生) 

平成 元年７月 当社入社 

平成 16 年４月 当社サービスソリューション本部 

 第一営業部グループマネージャ 

平成 19 年７月 当社総務・人事本部人事部長 

平成 20 年４月 当社事業戦略本部新規事業企画部 

長 

平成 22 年４月 当社取締役ソリューション・サポ 

 ート事業本部副本部長兼クラウド 

 エデュケーション事業部長 

平成 23 年４月 当社取締役事業戦略室担当 

平成 24 年４月 当社取締役ニュープロジェクト技 

術推進担当 

平成 24 年６月 当社取締役新規事業推進会議議長 

（現在に至る） 

6,300 株 

5 

（新任） 

はせがわ すすむ 

長谷川 将 

（昭和 15 年 1 月

23 日生） 

昭和 38 年 ３月 早稲田大学商学部卒業 

昭和 38 年 ４月 高千穂交易株式会社入社 

平成  2 年 ２月 サン・マイクロシステムズ株式 

会社入社、マーケティング本部長 

平成  7 年 ７月 サン・マイクロシステムズ株式 

会社常務取締役 

平成 12 年 ４月 サン・マイクロシステムズファイ 

         ナンス株式会社代表取締役社長 

平成 24 年 10 月 当社相談役 

平成 25 年 １月 当社専務執行役員 

（現在に至る） 

35,400 株 

6 

（新任） 

たなか よしかず 
田中 良和 

（昭和 44 年 6 月

25 日生） 

平成 ４年 ３月 東京大学工学部卒業 

平成 ４年 ４月 日本テレコム株式会社（現ソフト 

バンクテレコム株式会社）入社 

平成 18 年 10 月 エンピレックス株式会社入社 

平成 20 年 10 月 サン・マイクロシステムズ株式会 

        社入社 

平成 22 年 11 月 当社入社 

平成 23 年 ６月 当社執行役員 GAIT 推進室担当 

（現在に至る） 

10,000 株 



候補者 

番号 

ふりがな 

氏名    

（生年月日） 

略歴、当社における地位及び担当     

（重要な兼職の状況） 

所有する当社

の株式数 

7 

（新任） 

ためだ みつあき 
為田 光昭 

（昭和 49 年 1 月

21 日生） 

平成 ６年 ３月 専門学校静岡スクールオブビジネ 

        ス システムエンジニア科卒業 

平成 ６年 ４月 当社入社 

平成 15 年 ４月 当社 IT フィールド・ソリューショ 

ン本部グループマネージャ 

平成 20 年 ４月 当社執行役員ナレッジソリューシ 

ョン事業部担当 

平成 20 年 ４月 当社執行役員プラットフォームソ 

        リューション事業部担当 

平成 22 年 ４月 当社執行役員プロフェッショナル 

サービス営業推進室担当 

（現在に至る） 

13,800 株 

8 

（新任） 

だて ひとし 
伊達 仁 

(昭和49年７月17

日生) 

平成 ９年３月 東海大学工学部卒業 

平成 ９年３月 当社入社 

平成 12 年３月 当社コンピュータ・エンジニアリン 

        グ・テレフォニ・サポート部門マネ 

ージャ 

平成 16 年４月 当社総務部マネージャ 

平成 19 年４月 当社内部監査室マネージャ 

平成 21 年４月 当社新規事業推進企画マネージャ 

平成 23 年６月 当社執行役員営業担当 

平成 24 年６月 当社執行役員広報室担当 

（現在に至る） 

19,600 株 

（注）1. 上記候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 

2. 平成 25 年４月１日を効力発生日として、普通株式１株につき 100 株の割合で株式分割を

実施しており、当該株式分割後の株式数を基準にして所有する当社の株式数を記載して

おります。 

   
 

以上 
 


