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平成 28 年３月 15 日 

各 位 

会 社 名   株式会社コロナ 

代 表 者   代表取締役社長 内田 力 

(コード番号 5909 東証第 1部) 

問 合 せ 先  常務取締役 執行役員経理部長 

兼広報室担当    及川 良文 

(TEL 0256-32-2111) 

 

代表取締役および役員の異動ならびに 

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役および役員の異動ならびに本年６月開催予

定の当社第 68 期定時株主総会に付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の役員人事につい

て、以下のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

１．代表取締役の異動 

（１） 異動の理由 

 経営体制をより一層強化し、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため。 

   

（２）代表取締役の異動(平成 28 年４月１日付) 

氏 名 異動後 異動前 

内田  力 代表取締役会長 代表取締役社長 

小林 一芳 代表取締役社長 代表取締役副社長 執行役員 技術本部統括

高橋 一嘉 取締役副社長 代表取締役副社長 執行役員 営業本部統括

 

（３）新任代表取締役社長の略歴 

 
氏 名  小 林   一 芳（こばやし  かずよし） 

   

生 年 月 日  昭和 27 年２月１日生 

   

略 歴  昭和 45 年３月 当社入社 

  平成 16 年６月 当社取締役 上席執行役員事業戦略部担当 

  平成 17 年４月 当社常務取締役 常務執行役員事業戦略部担当 

  平成 23 年４月 当社常務取締役 常務執行役員製造本部担当兼製造本部長

  平成 25 年４月 当社専務取締役 執行役員技術本部統括兼コンカレント推

進室担当 

  平成 27 年５月 当社代表取締役副社長 執行役員 技術本部統括（現） 

    

所有株式数  ７千株 
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２．取締役の異動(平成 28 年４月１日付) 

氏 名 異動後 異動前 

鶴巻  悟 

 

 

専務取締役 執行役員 技術本部長・住設商

品開発グループ部長・技術管理グループ部

長兼渉外部担当 

常務取締役 執行役員 技術本部長・住設商

品開発グループ部長・技術管理グループ部

長兼渉外部担当 

長部 秀雄 専務取締役 執行役員 営業本部長 常務取締役 執行役員 営業本部長 

関谷 伸一 常務取締役 執行役員 製造本部長 取締役 執行役員 製造本部長 

 

３．新任取締役候補者(就任予定日：平成 28 年６月 28 日) 

氏 名 異動後 異動前 

風間  勉 

 

取締役 執行役員 営業本部副本部長・新潟

支店長 

執行役員 営業本部副本部長・新潟支店長 

 

佐藤  修 

 

取締役 執行役員 製造本部副本部長・テク

ニカルセンター部長・CQM 推進室部長 

執行役員 製造本部副本部長・テクニカル

センター部長・CQM 推進室部長 

渋木 英晴 

 

取締役 執行役員 技術本部副本部長・暖房

商品開発グループ部長 

執行役員 技術本部副本部長・暖房商品開発

グループ部長 

丸山 結香 

 

 

社外取締役（監査等委員） 

 

 

― 

（有限会社 MAX･ZEN performance consultants

代表取締役） 

  

（参考）丸山 結香（まるやま ゆか）氏の略歴 

昭和 39 年４月 19 日生  

平成 ３年 １月 SHINYANG,USA,inc. 副社長 

平成 16 年 ３月 有限会社 MAX･ZEN performance consultants 設立 

代表取締役（現） 

平成 25 年 12 月 特定非営利活動法人ワーキング ウイメンズ アソシエーション 

理事長（現） 

内閣府「平成 19 年度女性のチャレンジ賞特別部門賞」受賞 

新潟県長岡市「平成 19 年度長岡市表彰」受賞 

 

 

４．退任取締役・監査役(退任予定日：平成 28 年６月 28 日) 
 

高橋  一嘉（現 代表取締役副社長、退任後は当社相談役に就任予定） 

及川  良文（現 常務取締役、退任後は当社顧問（経理部・広報室担当）に就任予定） 

髙橋  美博（現 社外監査役） 

二ノ宮 隆雄（現 社外監査役） 



 

- 3 - 

【ご参考】 
 

第 68 期定時株主総会後の役員体制（予定） 
 

取締役（監査等委員を除く） 

氏 名  役職名 

内田  力  代表取締役会長 

小林 一芳  代表取締役社長 

鶴巻  悟 

 
 

専務取締役 執行役員 技術本部長・住設商品開発グループ部長・技術管理グループ部長

兼渉外部担当 

長部 秀雄  専務取締役 執行役員 営業本部長 

佐藤 健一  常務取締役 ㈱サンライフエンジニアリング代表取締役社長 

加藤 博行  常務取締役 総務部担当 

関谷 伸一  常務取締役 執行役員 製造本部長 

清田 壽男  取締役 執行役員 営業本部副本部長・首都圏支店長 

風間  勉 （新任） 取締役 執行役員 営業本部副本部長・新潟支店長 

佐藤  修 （新任） 取締役 執行役員 製造本部副本部長・テクニカルセンター部長・CQM 推進室部長 

渋木 英晴 （新任） 取締役 執行役員 技術本部副本部長・暖房商品開発グループ部長 

 

取締役（監査等委員） 

氏 名  役職名 

捧   敏文 （新任） 取締役 (監査等委員・常勤）<現 当社常勤監査役> 

   祐 二 （新任） 取締役 (監査等委員・社外）<現 当社社外取締役、公認会計士> 

丸山  結香 （新任） 取締役 (監査等委員・社外）<現 (有)MAX･ZEN performance consultants 代表取締役>

 

執行役員（取締役を除く） 

氏 名  役職名 

渡邊  立志  執行役員 総合企画室部長兼 IT 企画室部長 

長谷川 吉和  執行役員 営業本部仙台支店長 

佐藤  正俊  執行役員 営業本部副本部長・住設営業部長 

若本 昭二郎  執行役員 営業本部副本部長・大阪支店長 

坂内   司  執行役員 営業本部副本部長・LE 営業部長 

木戸  栄一  執行役員 購買部長 

高橋  俊雄  執行役員 製造本部副本部長・㈱新井コロナ取締役工場長 

小池   仁  執行役員 製造本部副本部長・柏崎工場長 

寺本  一信  執行役員 品質保証部長 

杉本  昌義 （新任） 執行役員 広報室部長 

西山  昭彦 （新任） 執行役員 技術本部副本部長・空調商品開発グループ部長 

髙木  修哉 （新任） 執行役員 総務部長 

大桃   満 （新任） 執行役員 経理部長 

 

以 上 


