
 
 

平成 26年 6月 6日 
各	 位 

会社名 インフォテリア株式会社 
代表者名 代表取締役社長 平野洋一郎 

(コード番号:3853 東証マザーズ) 
問合せ先 取締役コーポレート本部長 齊藤裕久 

(TEL 03-5718-1250) 
 

役員人事に関するお知らせ  
 

当社は、平成 26年 6月 6日開催の取締役会において、下記の役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。	 

なお、本人事は、平成 26年 6月 21 日に開催予定の第 16回定時株主総会での選任決議を以て正式決定する予定です。	 

 
記 

 
1. 取	 締	 役	 候	 補	 者（平成 26 年 6月 21 日予定）	 

（１） 重	 	 	 任	 

代表取締役	 	 	 	 平	 野	 洋一郎	 

取	 締	 役	 	 	 	 北	 原	 淑	 行	 

取	 締	 役	 	 	 	 齊	 藤	 裕	 久	 

（２） 新	 	 	 任	 

取	 締	 役（社外）	 	 	 齋	 藤	 周	 三	 

取	 締	 役（社外）	 	 	 Anis	 	 	 Uzzaman	 

（３） 退	 	 	 任	 

取	 締	 役（社外）	 	 	 宋	 	 	 文	 洲	 

	 

2. 監	 査	 役	 候	 補	 者（平成 26 年 6月 21 日予定）	 

（１） 重	 	 	 任	 

監	 査	 役	 	 	 	 尾	 崎	 常	 行	 

監	 査	 役（社外）	 	 	 佐	 藤	 明	 夫	 

（２） 新	 	 	 任	 

常勤監査役（社外）	 	 	 井	 上	 雄	 二	 

（３） 退	 	 	 任	 

監	 査	 役（社外）	 	 	 山	 本	 明	 彦	 

	 

3. 平成 26年 6月 21 日以降の役員体制（予定）	 

代表取締役	 	 	 	 平	 野	 洋一郎	 （現	 代表取締役社長	 	 	 CEO	 兼	 CPO）	 

取	 締	 役	 	 	 	 北	 原	 淑	 行	 （現	 取締役副社長	 	 	 	 	 CTO	 兼	 CIO）	 

取	 締	 役	 	 	 	 齊	 藤	 裕	 久	 （現	 コーポレート本部長	 	 	 	 	 CFO）	 

取	 締	 役（社外）	 	 	 齋	 藤	 周	 三	 

取	 締	 役（社外）	 	 	 Anis	 	 Uzzaman	 

常勤監査役（社外）	 	 	 井	 上	 雄	 二	 

監	 査	 役（社外）	 	 	 佐	 藤	 明	 夫	 

監	 査	 役	 	 	 	 尾	 崎	 常	 行	 

 



 
 

平成 26年 6月 6日 
4. 新任取締役及び監査役の氏名および略歴	 

	 

新役職名	 ：取	 締	 役（社外）	 

氏	 	 名	 ：齋	 藤	 周	 三（さいとう	 しゅうぞう）	 

生年月日	 ：昭和 24 年 8月 31 日	 

略	 	 歴	 ：昭和 48 年	 4 月	 株式会社リコー入社	 

	 	 	 平成元	 年 6月	 Ricoh	 Deutschland	 GmbH	 副社長	 

	 	 	 平成 12 年 4月	 Ricoh	 Asia	 Pacific	 Pte,Ltd.	 社長	 

	 	 	 平成 18 年 4月	 	 NRG	 Group	 会長兼 CEO	 

	 	 	 平成 18 年 4月	 株式会社リコー	 理事	 

	 	 	 平成 19 年 4月	 RICOH	 Europe	 PLC	 社長兼 COO	 

	 	 	 平成 23 年 4月	 RICOH	 Europe	 PLC	 会長兼 CEO	 

	 平成 23 年 4月	 株式会社リコーグループ執行役員	 

	 平成 24 年 8月	 株式会社リコー	 執行役員	 

	 

新役職名	 ：取	 締	 役（社外）	 

氏	 	 名	 ：Anis	 Uzzaman（アニス・ウッザマン）	 

生年月日	 ：昭和 50 年 9月 12 日	 

略	 	 歴	 ：平成 13 年 12 月	 IBM	 Corporation	 入社	 

	 平成 20 年 12 月	 Cadence	 Design	 Systems 入社	 

	 平成 23 年 5月	 Fenox	 Venture	 Capital	 General	 Partner	 &	 CEO(現任)	 

	 平成 24 年 10 月	 Dream	 Link	 Entertainment	 America	 取締役(現任)	 

	 平成 25 年 5月	 IMJ	 Fenox	 Global	 Fund	 IGeneral	 Partner(現任)	 	 

	 平成 25 年 5月	 Lark	 Technologies	 取締役(現任)	 	 

	 	 	 	 平成 25 年 8月	 Tech	 in	 Asia	 取締役(現任)	 

	 	 	 	 平成 25 年 10 月	 Kii	 Inc.	 取締役	 	 

	 平成 26 年 4月	 Jetlore	 取締役(現任)	 

	 

新役職名	 ：常勤監査役（社外）	 

氏	 	 名	 ：井	 上	 雄	 二（いのうえ	 ゆうじ）	 

生年月日	 ：昭和 23 年 4月 4日	 

略	 	 歴	 ：昭和 46 年 4月	 株式会社リコー入社	 

	 平成 10 年 4月	 同社	 経理本部長	 

	 平成 12 年 4月	 リコーリース株式会社	 代表取締役社長	 

	 平成 12 年 6月	 株式会社リコーグループ	 執行役員	 

	 平成 16 年 6月	 同社	 常務取締役	 

	 平成 17 年 6月	 リコーリース株式会社	 代表取締役社長執行役員	 

	 平成 21 年 6月	 株式会社リコー	 常任監査役(常勤)	 

	 

	 

以上	 

	 


