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2022年 6月 20日 

各 位 

会 社 名 太 陽 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長   佐 藤 英 志 

 （コード:4626 東京証券取引所 プライム市場） 

問合せ先 執 行 役員 経営 企画 室長   富 岡 さ や か 

 （TEL 03－5953－5200（代表）） 

 

代表取締役の異動(追加選任)と取締役の担当業務に関するお知らせ 

 

当社は、2022年 6月 18日開催の取締役会において、下記のとおり決議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（追加選任） 

（1）異動（追加選任）の理由 

当社グループの経営体制の一層の強化と充実を図り、事業環境の変化に迅速に対応するため、代

表取締役１名を増員するものであります。 

（2）追加選任代表取締役の氏名及び役職名 

氏  名   齋藤 斉（さいとう ひとし） 

新役職名   代表取締役副社長 

  （3）追加選任代表取締役が所有する当社の株式数 

    普通株式 60,718株 

（4）追加選任代表取締役の略歴 

1995年 11月 株式会社ウインシステム Marketing Manager（Win System Europe） 

1996年 9月 当社入社 

2001年 6月 TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Managing Director 

同年 7月 TAIYO INK (THAILAND) CO., LTD. General Manager/Director 

2010年 7月 当社海外営業部長 

2012年 6月 太陽インキ製造株式会社取締役（現任） 

2015年 4月 太陽インキプロダクツ株式会社代表理事社長兼 CEO 

2016年 5月 韓国タイヨウインキ株式会社代表理事社長兼 CEO 

同年 6月 当社取締役 

同年 7月 当社取締役専務執行役員 

2019年 4月 TAIYO AMERICA, INC. Director（現任） 

2019年 10月 TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Director（現任） 

2020年 2月 TAIYO TRADING (THAILAND) CO., LTD Director（現任） 

同年 4月 韓国タイヨウインキ株式会社代表理事会長兼 CEO 

同年 同月 太陽インキプロダクツ株式会社代表理事会長兼 CEO 

同年 5月 台湾太陽油墨股份有限公司董事長（現任） 

同年 同月 永盛泰新材料（江西）有限公司董事（現任） 

同年 6月 永勝泰油墨(深圳)有限公司董事 

同年 同月 TAIYO CIRCUIT AUTOMATION, INC. Director（現任） 

同年 同月 TAIYO INK VIETNAM CO., LTD Chairman（現任） 

2021年 10月 永勝泰科技股份有限公司董事長（現任） 
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同年 12月 太陽油墨（蘇州）有限公司董事長（現任） 

同年 同月 永勝泰油墨（深圳）有限公司董事長（現任） 

2022年 1月 泰必豊半導体材料（深圳）有限公司董事（現任） 

同年 同月 太陽油墨貿易（深圳）有限公司董事長（現任） 

同年 同月 韓国タイヨウインキ株式会社理事（現任） 

同年 同月 太陽インキプロダクツ株式会社理事（現任） 

同年 5月 当社取締役専務執行役員、エレクトロニクスカンパニーCEO（現任） 

（5）就任（異動）日 

2022年 6月 18日 

 

2．取締役の担当業務 

 2022 年 6月 18日付 

氏  名 担当業務および役職 

佐藤 英志  

代表取締役社長 

グループ最高経営責任者（CEO） 

リスクマネジメント担当 

医療・医薬品カンパニーCEO 

太陽インキ製造株式会社 取締役 

太陽油墨(蘇州)有限公司 董事 

永勝泰科技股份有限公司 董事 

太陽ファルマ株式会社 代表取締役会長 

太陽ファルマテック株式会社 代表取締役社長 
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氏  名 担当業務および役職 

齋藤 斉 

代表取締役副社長 

エレクトロニクスカンパニーCEO 

ディスプレイ事業プロジェクト担当 

太陽インキ製造株式会社 取締役 

太陽油墨（蘇州）有限公司 董事長 

太陽油墨貿易(深圳)有限公司 董事長 

台湾太陽油墨股份有限公司 董事長 

韓国タイヨウインキ株式会社 理事 

TAIYO AMERICA, INC. Director 

TAIYO INK INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE LTD Director 

永勝泰科技股份有限公司 董事長 

永勝泰油墨(深圳)有限公司 董事長 

太陽インキプロダクツ株式会社 理事 

TAIYO TRADING (THAILAND) CO., LTD.  Director 

TAIYO INK VIETNAM CO., LTD.  Chairman 

永盛泰新材料(江西)有限公司 董事 

TAIYO CIRCUIT AUTOMATION, INC.  Director 

泰必豊半導体材料（深圳）有限公司 董事 

竹原 栄治 

取締役 

コンプライアンス・オフィサー 

取締役会議長 

研究本部担当 

太陽グリーンエナジー株式会社 取締役 

有馬 聖夫 

取締役 

医療・医薬品カンパニーCBDO 

（Chief Business Development Officer） 

太陽ファルマ株式会社 代表取締役社長 

太陽ファインケミカル株式会社 取締役 

太陽ファルマテック株式会社 取締役 

田中 智之 取締役 

樋爪 昌之 社外取締役 
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氏  名 担当業務および役職 

土屋 恵子 社外取締役 

青山 朝子 社外取締役 

鎌田 由美子 社外取締役 

 

以上 

 


