
平成２０年５月１３日 
各   位 

会社名    シーケーディ株式会社 
代表社名   代表取締役社長  石田 正範 
コード番号  ６４０７  
問合せ先   総務部長  坪井 和巳 
ＴＥＬ    （０５６８）７４－１２３８ 

 
代表取締役および役員・執行役員の異動に関するお知らせ 

 
 当社は、平成２０年５月１３日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役およ

び役員・執行役員の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。 
 なお、本件につきましては、平成２０年６月２６日（木）開催予定の定時株主総会およ

び取締役会において正式に決定される予定です。 
 

記 
 

役員の異動（平成２０年６月２６日付）        （   ）内は現業務 
（１） 代表取締役の異動 

代表取締役会長  石田 正範 （代表取締役社長） 
代表取締役社長  梶本 一典 （取締役 常務執行役員） 

 
（２） 新任取締役候補 

取締役      塚原 正彦 （執行役員 人事部長） 
取締役      徳田 重友 （経理部 副部長） 

    取締役      佐伯 弘文 （神鋼電機株式会社 代表取締役会長） 
＊会社法第２条第１５号に定める社外取締役 

 
（３） 新任監査役候補  

監査役      奥村 敉軌 （弁護士） 
               ＊会社法第２条第１６号に定める社外監査役 
 

（４） 退任予定取締役 
顧問       本多  清 （代表取締役 専務執行役員） 
顧問       岸尾 正明 （取締役 常務執行役員） 
ＣＫＤ健康保険組合・ＣＫＤ企業年金基金 理事長 

内村  侃 （取締役 執行役員 経理部長） 
             池田 博義 （社外取締役） 



 
（５） 退任予定監査役 

髙橋  正藏  （社外監査役） 
 

（６） 昇任予定執行役員 
取締役 常務執行役員 金田  堅  （取締役 執行役員） 

    常務執行役員     小笠原 良成 （執行役員） 
    常務執行役員     古新 久二  （執行役員） 
 
（７） 新任執行役員候補 
    取締役 執行役員   徳田 重友  （経理部 副部長） 
    執行役員       神田 祥史  （名古屋支店長） 
    執行役員       山内 吉一  （春日井事業所長） 
    執行役員       坪井 和巳  （総務部長） 
 
（８） 退任予定執行役員 
    生産本部付      近藤 賢治  （執行役員 生産本部付） 
    海外生産推進部長   柴田 信夫  （執行役員 海外生産推進部長） 
 

以上 



新代表者名および略歴 

 
（ふりがな） かじもと かずのり 
氏  名  梶 本  一 典 
新役職名  代表取締役社長 
生年月日  昭和３１年１１月２２日（５１才） 

 出 身 地  岐阜県 
 現 住 所  愛知県名古屋市 
 最終学歴  昭和５５年 ３月   同志社大学 工学部 工業化学科卒業 
 略  歴  昭和５５年  ４月   ＣＫＤ㈱ 入社 

平成１３年 ５月  ＣＫＤ大阪販売㈱ 取締役社長 

平成１６年  ６月   ＣＫＤ㈱  取締役 執行役員 営業本部長 

平成１７年 ６月   同社  取締役 常務執行役員 営業本部長 

平成２０年 ６月  同社  代表取締役社長就任（予定）  

 
 
（ふりがな） いしだ  まさのり 
氏  名  石 田  正 範 
新役職名  代表取締役会長 
生年月日  昭和１７年６月１日 （６５才） 
 出 身 地  愛知県 
 現 住 所  愛知県春日井市 
 最終学歴  昭和４０年 ３月  青山学院大学 経済学部 経済学科卒業 
 略  歴  昭和４０年 ４月  中京電機㈱ （現 ＣＫＤ㈱）入社 

平成 ２年 ５月  ＣＫＤ西部販売㈱ 取締役社長 
平成 ６年 ４月  ＣＫＤ東京販売㈱ 取締役社長 
平成 ９年 ６月  ＣＫＤ㈱ 取締役 総務部長兼広告宣伝部長 
平成１１年 ４月  同社 取締役 営業本部長 
平成１１年 ６月  同社 代表取締役専務 営業本部長 
平成１３年 ６月  同社 代表取締役副社長 
平成１７年 ６月  同社 代表取締役社長 
平成２０年 ６月  同社 代表取締役会長就任（予定） 

 
以上 

 



新任取締役名および略歴 

 
（ふりがな） つかはら まさひこ 
氏  名  塚 原  正 彦 
新役職名  取締役 執行役員 人事部長 
生年月日  昭和２９年９月１２日（５３才） 
 出 身 地  岐阜県 
現 住 所  愛知県名古屋市  
最終学歴  昭和５３年 ３月  神戸商科大学 商経学部 経済学科卒業 
略  歴  昭和５３年 ４月  中京電機㈱ （現 ＣＫＤ㈱）入社 

平成１３年 ５月  ＣＫＤ東京販売㈱ 営業部長 
平成１９年 ３月  ＣＫＤ㈱ 情報システム部長 
平成１９年１０月  同社 執行役員 人事部長 

           

 
（ふりがな） とくだ  しげとも 
氏  名  徳 田  重 友 
新役職名  取締役 執行役員 経理部長 
生年月日  昭和３２年９月２８日（５０才） 

 出 身 地  愛知県 
 現 住 所  愛知県稲沢市 
最終学歴  昭和５５年 ３月  名古屋大学 経済学部 経済学科卒業  
 略  歴  昭和５５年 ４月  ㈱三井銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行 

平成１３年１０月  同行 豊田法人営業部長 
平成１４年１０月  同行 刈谷法人営業部長 
平成１６年１０月  同行 名古屋法人営業第一部長 
平成１８年 ４月  同行 名古屋法人営業第二部長 
平成１９年 ４月  同行 本店 上席調査役 
平成２０年 ４月  ＣＫＤ㈱ 経理部 副部長 

 
 
（ふりがな） さえき  ひろぶみ 
氏  名  佐 伯  弘  文   
新役職名  取締役  
生年月日  昭和１４年１０月１０日（６８才） 
 出 身 地  兵庫県 
 現 住 所  東京都 



最終学歴  昭和３７年 ３月  東京外国語大学 外国語学部 英米科卒業 
 略  歴  昭和３９年 ４月   ㈱神戸製鋼所 入社 

平成 ５年 ６月   同社 取締役 

平成 ８年 ６月  同社 常務取締役 

平成１１年 ６月  同社 専務取締役 

平成１２年 ６月  神鋼電機㈱ 代表取締役社長 

平成１９年 ６月  同社 代表取締役会長〔現職〕 
 
 

新任監査役名および略歴 

（ふりがな） おくむら やすのり 
氏  名  奥 村  敉 軌 
新役職名  監査役 
生年月日  昭和２０年３月１３日（６３才） 
 出 身 地  愛知県 
 現 住 所  愛知県名古屋市 
最終学歴  昭和４２年 ３月  大阪大学 法学部 法学科卒業 
 略  歴  昭和４５年 ４月  弁護士登録〔現職〕 

平成 ３年 ６月  大日本木材防腐株式会社 監査役〔現職〕 
平成１３年 ４月  名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会） 会長  

 

以上 


