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代表取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ 
 
 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び執行役員の異動について決議いた

しましたので、お知らせいたします。 

記 

１．代表取締役の異動 
（注）下線は変更部分を示しております。  

氏 名 新 役 職 旧 役 職 
藤 本 勝 司 代表取締役 社長執行役員兼ＣＥＯ  代表取締役 社長執行役員 
スチュアート・チェンバース 代表取締役 副社長執行役員兼ＣＯＯ 取締役 副社長執行役員 
 
 
２．新任代表取締役の略歴 
 

氏  名 生年月日 略  歴 
スチュアート・チェンバース 1956年5月25日生 1996年7月 

Pilkington plc（現Pilkington Group Limited）入社 
同社 グループ バイス プレジデント，マーケティング
アンド ビジネス デベロップメント，ビルディング プ
ロダクツ 

1998年8月 
同社 マネージング ディレクター，プライマリー プロ
ダクツ ヨーロッパ 

2000年6月 
同社 プレジデント，ビルディング プロダクツ ワール
ドワイド（現） 

2001年1月 
同社 エグゼクティブ ディレクター（現） 

2002年5月 
同社 グループ チーフ  エグゼクティブ（現） 

2006年6月 
当社 取締役（現） 

2007年4月 
当社 フラットグラス事業部門長兼ＢＰ事業本部長（現）

2007年6月  
 当社 副社長執行役員（現）  
      

 
 
３．異動年月日  平成１９年１０月１日 
   
４．異動の理由 
 

     本年４月に当社は、グローバルに統合されたフラットグラス事業部門（建築用ガラス分野及び自動

車用ガラス分野）を設置いたしました。この統合は順調に進行しております。 

上場会社名 日本板硝子株式会社 
コード番号 ５２０２ 
本社所在地 東京都港区三田三丁目５番２７号 
代表取締役 藤 本 勝 司 
問合せ先  責任者 広報・ＩＲ部長 藤井一光 
電   話 ０３－５４４３－９４７７ 



今般、当社のもう一方の事業部門である機能性ガラス材料事業部門（情報電子分野及び硝子繊維分

野）もグローバル化の一層の強化のためグローバル組織として完全に統合いたします。そしてこれら

の統合とグローバル化の進展を図るため、新しくＣＥＯとＣＯＯを置く経営体制とすることといたし

ました。これにより、活用可能なすべての専門知識と経験を真の国際企業の経営に活かしていくこと

ができるものと確信しております。 

これらの変更は、当社グループの長期ビジョン及び中期経営計画を達成するために経営体制の一層

の強化を図ることを目的としたものであります。 

 
５．執行役員の異動 
 
  ①上席執行役員（新任） クレメンス・ミラー  
  ②就任予定日      平成１９年１０月１日 
 
６．執行役員の使用人職務の異動 
 
  ①異動の内容 

（注）下線は変更部分を示しております。  
氏 名 新  旧 

スチュアート・チェンバー

ス 
代表取締役 副社長執行役員兼ＣＯＯ 
フラットグラス事業部門長 

取締役 副社長執行役員 フラット

グラス事業部門長兼ＢＰ事業本部長 
マーク・ライアン 上席執行役員 ＢＰ事業本部長  上席執行役員 ＢＰ事業本部 地域

運営統括部長 
クレメンス・ミラー 上席執行役員 ＢＰ事業本部 ヨーロ

ッパ事業部長 
（ピルキントン社のマネージング 
ディレクター ファイヤー プロテ

クション） 
 
  ②異動年月日 平成１９年１０月１日 
 
（ご参考）   

 本件異動後の取締役、監査役及び執行役員の一覧（平成１９年１０月１日付） 
 
１．取締役（１２名）  
   代表取締役 取締役会長  出原洋三 
   取締役副会長       阿部友昭 
   代表取締役        藤本勝司 
   代表取締役        仁田昌邦 
   代表取締役        スチュアート・チェンバース 
   取締役          小柴博義 
   取締役          パット・ジート 
   取締役          マイク・パウエル 
   取締役          堀口 武 
   取締役          村上 隆 
   社外取締役        倉内憲孝 
   社外取締役        奥村晃三 
 
２．監査役（５名） 
   常勤監査役        田中瞳吾 
   常勤監査役        轟木直孝 
   社外監査役        渡辺 剛 
   社外監査役        中村明比古 



   社外監査役        渡邊 功 
 
３．執行役員（２４名。 ※は取締役兼務を示す。） 
  ※社長執行役員兼ＣＥＯ   藤本勝司 
  ※副社長執行役員兼ＣＯＯ  スチュアート・チェンバース  フラットグラス事業部門長    
  ※副社長執行役員      仁田昌邦 
    上席執行役員       泉 一行 
   ※上席執行役員       小柴博義           グループ本社部門 コーポレート

経理部長 
上席執行役員       近藤敏和           グループ本社部門 研究開発部長 
※上席執行役員       パット・ジート        Auto事業本部長 
※上席執行役員       マイク・パウエル       フラットグラスサポート部門 経   
                            理部統括部長 
上席執行役員       ティム・アイゼット      グループ本社部門 コーポレート 
                            人事部長 兼 フラットグラスサ 

ポート部門 人事部統括部長 
上席執行役員       ヴィト・ササネリ         Auto事業本部 製造担当副本部長 
上席執行役員       ステファン・パウノル     グループ本社部門 コーポレート

情報システム部長 兼 フラットグ
ラスサポート部門 情報システム

部統括部長 
※上席執行役員       堀口 武           グループ本社部門 コーポレート 

・プランニング部長 
    上席執行役員       ポール・マキオン       ＢＰ事業本部 フロート製造技術

部長 兼 フロート製造技術部フ
ロート製造部統括部長 

    上席執行役員       クレメンス・ミラー      ＢＰ事業本部 ヨーロッパ事業部

長 
※上席執行役員       村上 隆           機能性ガラス材料事業部門長 
上席執行役員       マーク・ライアン        ＢＰ事業本部長 
上席執行役員       トム・レイ           フラットグラスサポート部門 購 

買部統括部長 
執行役員         今西 実           ＢＰ事業本部 日本事業部長 兼 
                            ＢＰ事業本部 営業本部長 

    執行役員         トニー・ショウ        Auto事業本部 地域統括副本部長 
    執行役員         中川恒文           機能性ガラス材料事業部門 ＧＦ 

事業本部長 
執行役員         中澤俊幸           グループ本社部門 コーポレート 

総務部長  
    執行役員         吉川恵治           機能性ガラス材料事業部門 ＩＴ 

事業本部長 兼 企画室長 
執行役員         ポール・ラドルスディン     Auto 事業本部 直需営業担当副

本部長 
執行役員         ビットレーデ・レオニバス    ＢＰ事業本部 ＢＰエンジニアリ

ング部統括部長 
以  上 


