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Panduit Board Names Shannon McDaniel as Next CEO                       
Dennis Renaud to retire effective December 31, 2021 

 
TINLEY PARK, Ill. — (December 7, 2021) — Panduit announced today that its Board of Directors has 

appointed Shannon McDaniel as its next Chief Executive Officer (CEO) and President effective January 

1, 2022. McDaniel, who currently serves as the company’s chief financial officer, will succeed current 

CEO and President Dennis Renaud, who will retire at the end of 2021.  

 

“As a results-focused leader, Shannon brings his collaborative mindset to the role, drawing from his 

commercial and financial background, while leveraging the power of Panduit to move the company 
forward,” said Panduit Executive Chair Andrew Caveney. “Shannon has also built the trust of our 

employees, and the Board is confident that he will apply his deep industry knowledge and keen business 

acumen to lead Panduit.”  

 

Caveney added that McDaniel is taking over the role of CEO at an ideal time. “Our long-term investment 

horizon, outstanding employees, and agile business processes have allowed us to build business 

momentum through the downturn,” he explained. “The digital economy, the drive for zero carbon 

emissions, and electrification trends are having a profound impact on our markets. Panduit is well 
positioned to apply our problem-solving mindset to solve technical challenges as new technologies 

transform our data center, enterprise, and industrial businesses.”  

 

“I am thrilled for the opportunity to serve as Panduit’s CEO and lead the company into its next phase of 

growth,” said McDaniel. “We have a great strategy, an incredibly talented and dedicated workforce, and 

an innovative culture that is continually looking to create value for our customers. I am very excited about 

our future and the opportunities in front of us.” 
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McDaniel has served in a variety of leadership positions over his 30-year career. Prior to joining Panduit 

as CFO, he excelled in global financial leadership roles during his 14 years with Eaton Corporation, 
including serving as the company’s Director of Finance for its EMEA electrical business and Vice 

President of Finance for the Americas systems and services group. McDaniel holds a Bachelor of Science 

in Accounting from Northern Illinois University in DeKalb, Ill. 

 

Following his planned retirement, Renaud will continue supporting the transition in an advisory capacity 

through the first quarter of 2022.  

 

“It has been my distinct personal and professional honor to serve Panduit for 10 years – the last four as 
CEO.  Panduit’s unrivaled legacy of innovation, quality, service, and continuous improvement has fueled 

our business growth,” said Renaud. “I’m proud of how Panduit’s people embodied togetherness, 

inclusion, change, and a drive for innovative excellence throughout my tenure. The company is in 

experienced and capable hands with Shannon, the leadership team, and our outstanding employees.”  

 

 “I thank Dennis for his contribution to the success of Panduit. Throughout his career, he has challenged 

our team to be focused and to always be innovating,” said Caveney. “He has had a profound impact on 

our culture, from his passionate support of our diversity and inclusion program to his drive for use of 
80/20 principles. Dennis has also displayed tremendous leadership during these unprecedented times, 

putting our employees and customers first and operating with transparency.”  

 

### 

 
About Panduit  
Since 1955, Panduit’s culture of curiosity and passion for problem solving have enabled more meaningful 

connections between companies’ business goals and their marketplace success. Panduit creates leading-edge 

physical, electrical, and network infrastructure solutions for enterprise-wide environments, from the data center to the 

telecom room, from the desktop to the plant floor. Headquartered in Tinley Park, Ill., USA and operating in 112 global 

locations, Panduit’s proven reputation for quality and technology leadership, coupled with a robust partner 

ecosystem, help support, sustain, and empower business growth in a connected world. For more information, visit 

panduit.com.  

 
 
 



⽇本語訳（厳密な意味内容としましては、原⽂である英語を正といたします） 
 

ニュースリリース 
パンドウイット取締役会、次期 CEO に Shannon McDaniel を指名 

デニス・ルノー⽒、2021 年 12 ⽉ 31 ⽇付で退任へ 
 
⽶国イリノイ州ティンリー・パーク発（2021 年 12 ⽉ 7 ⽇）- Panduit 社は本⽇、同社の取締役会
が 2022 年 1 ⽉ 1 ⽇付でシャノン・マクダニエル（Shannon McDaniel）を次期 CEO 兼社⻑に任命
したことを発表しました。現在、同社の最⾼財務責任者を務めるマクダニエル⽒は、2021 年末に
退任する現 CEO 兼社⻑のデニス・ルノー（Dennis Renaud）の後任となります。 
 
Panduit 社のアンドリュー・ケーブニー（Andrew Caveney）取締役会⻑は、「マクダニエル⽒
は、結果を重視するリーダーとして、商業的・財務的なバックグラウンドを活かした協調的な考え
⽅を職務に活かし、同時に Panduit 社の⼒を活⽤して会社を前進させます。」と述べ、「⽒は従業
員からの信頼も築いており、取締役会は、その深い業界知識と鋭いビジネスセンスを活かして
Panduit をリードしてくれると確信しています。」と語っています。 
 
ケーブニー会⻑は、マクダニエル⽒が理想的なタイミングで CEO の役割を引き継ぐことになった
とし、「当社の⻑期的な投資⽅針、優秀な従業員、機動的なビジネス・プロセスにより、不況の中
でもビジネスの勢いを維持することができました。」と述べ、「デジタル経済、ゼロ・カーボン・
エミッションの推進、電⼦化のトレンドは、我々の市場に⼤きな影響を与えています。Panduit
は、新しい技術がデータセンター、企業、産業⽤事業を変⾰する中で、技術的な課題を解決するた
めに、当社の問題解決の考え⽅を適⽤できる⽴場にあります。」と語っています。 
 
マクダニエル⽒は、「パンドウイットの CEO を務め、会社を次の成⻑段階に導く機会を得たこと
に感激しています。」と述べ、「当社には、優れた戦略、⼤変優秀で献⾝的な従業員、そしてお客
様のために価値を創造することを常に考えている⾰新的な⽂化があります。当社の将来と⽬の前に
あるチャンスにとても期待しています。」と語っています。 
 

--- 
 



マクダニエル⽒は、30 年以上のキャリアの中で、様々なリーダーシップを発揮してきました。
Panduit の CFO に就任前は、イートン・コーポレーションに 14年間在籍し、EMEA 電気事業の財
務担当ディレクターやアメリカのシステム・サービスグループの財務担当バイス・プレジデント
等、グローバルな財務⾯でのリーダーシップを発揮してきました。マクダニエル⽒は、北イリノイ
⼤学で会計学の学⼠号を取得しています。 
 
ルノー⽒は退職後、2022 年の第 1四半期まで顧問として経営陣をサポートします。 
 
ルノー⽒は、「Panduit 社で 10 年間、最後の 4年間は CEO として貢献できたことは、個⼈的にも
職業的にも⼤変光栄なことでした。 Panduit 社の⾰新、品質、サービス、そして継続的な改善と
いう他に類を⾒ない伝統が、当社のビジネスの成⻑を⽀えてきました。」と述べ、「私は在任期間
中、Panduit の社員が⼀体感、包容⼒、変化、そして⾰新的な卓越性への意欲を体現してきたこと
を誇りに思っています。マクダニエル⽒をはじめとするリーダーシップ・チームと優秀な従業員の
おかげで、会社は経験と能⼒に恵まれています。」と語っています。 
 
 ケーブニー会⻑は、「ルノー⽒が Panduit 社の成功に貢献してくれたことに感謝します。⽒はそ
のキャリアを通じて、フォーカスを備え常に⾰新的であるよう我々チームを牽引してきました。」
と述べ、「⽒は、当社のダイバーシティ＆インクルージョンプログラムを熱⼼にサポートし、
80/20 の原則の使⽤を推進するなど、当社の⽂化に多⼤な影響を与えてきました。そして、この未
曾有の時代に、従業員と顧客を第⼀に考え、透明性を持って業務を遂⾏し、素晴らしいリーダーシ
ップを発揮しました。」 
 

### 
 
Panduit 社について 
パンドウイット社は、1955年の創業以来、好奇⼼旺盛な⽂化と問題解決への情熱により、企業の
ビジネス⽬標と市場での成功をより意味のあるものにしてきました。パンドウイットは、データセ
ンターからテレコムルーム、デスクトップから⼯場フロアに⾄るまで、企業のあらゆる環境に対応
する最先端の物理的、電気的、ネットワーク的なインフラストラクチャ・ソリューションを提供し
ています。⽶国イリノイ州ティンリーパークに本社を置き、世界 112 カ所で事業を展開する
Panduit は、その品質と技術的リーダーシップに対する確かな評価に加え、強固なパートナー・エ
コシステムにより、接続された世界におけるビジネスの成⻑を⽀え、維持し、強化しています。詳
しくは、panduit.comをご覧ください。 


