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                                    平成18年５月26日 

   各     位 

静岡県静岡市葵区呉服町１丁目６番地の９ 

                          株 式 会 社 す み や 

代表取締役社長 川 辺  哲 

（ＪＡＳＤＡＱ・証券コード9939） 

問い合わせ先 

責任者役職名  常務取締役管理本部本部長 

氏    名  安 田 俊 明 

電    話  （054）254－2331 

 

 

代表者及び役員の異動に関するお知らせ 
 

 
当社は、本日開催の取締役会において、平成 18 年５月 15 日付取締役会にて決議し、同日付けで開示いたしました

「株式会社ＴＳＵＴＡＹＡとの資本・業務提携及び、財務体質の改善・事業再編についてのお知らせ」に記載の、代

表者及び役員の異動に関し、未定項目でありました代表者を含む新任取締役及び新任監査役について決議いたしまし

たので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．代表者の異動 

（１）新代表取締役候補 (平成18年６月29日付予定) 

 

    代表取締役社長  根上 壽雄  （現 株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ ＦＣ事業本部運営本部 本部長補佐） 

     

（注）１．根上壽雄氏が平成18年６月29日開催予定の定時株主総会で、取締役に選任されることを 

条件としております。 

        ２．代表取締役社長 川辺哲氏及び代表取締役専務 漆畑壽氏は、平成18年６月29日開催予定の 

定時株主総会終結の時をもって、取締役を退任する予定です。 

 

  （２）異動の理由 

    株式会社ＴＳＵＴＡＹＡとの資本・業務提携に伴い、実施するものです。 

 

  （３）新代表取締役の略歴 

    氏  名  根上 壽雄 

    生年月日  昭和21年10月18日 

    略  歴  昭和50年７月 有限会社八百政商店 入社 

昭和51年８月 株式会社スーパーマーケットヤオマサ 入社 

  取締役事業部長 

平成16年４月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 入社 

平成17年４月 同社ＦＣ事業本部 運営本部本部長補佐 

平成18年３月 株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ ＦＣ事業本部 運営本部 本部長補佐(現任) 

平成18年６月 当社代表取締役社長 就任予定 

 

  （４）就任予定日  平成18年６月29日 

 

 

２．その他の役員の異動 (平成18年６月29日付予定) 

（１）新任取締役候補 

取 締 役   山田 邦英   (現 株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ ＦＣ事業本部 開発本部  

東日本開発グループ グループリーダー) 

    取 締 役   恒松 正一   (現 株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ ＦＣ事業本部 運営本部 本部長補佐) 
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    取 締 役   日下 孝明   (現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 取締役執行役員 

(株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ 

及び 株式会社レントラックジャパン 商品事業管掌)) 

    取 締 役   木村 元昭   (現 株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ取締役) 

    取 締 役   鳥羽  充   (現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 

グループシナジー本部 グループ事業推進室 室長) 

 

  （２）新任監査役候補 

    常勤監査役   鈴木 貞一   (現 当社メディアナウ三島店 店長) 

    監 査 役   平尾 和之   (現 当社監査役) 

    監 査 役   谷田 昌広   (現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社取締役 

                       兼 執行役員(ＣＦＯ) 兼管理本部副本部長 

 兼 管理本部財務担当オフィサー) 

    監 査 役   味村 隆司   (現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社執行役員 

                       兼 グループ法務担当オフィサー 

                       兼 株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ管理本部法務グループグループリーダー) 

 

       ※平尾和之氏、谷田昌広氏、味村隆司氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

 

  （３）退任予定取締役 

    平山 昇司   (現 常務取締役 楽器事業担当) 

    安田 俊明   (現 常務取締役 管理本部本部長 兼財務部部長) 

    小林  亘   (現 取締役 開発室室長) 

    齋藤 篤美   (現 取締役 情報システム室室長) 

 

（４）退任予定監査役 

    有田 勝久   (現 常勤監査役) 

    平尾 和之   (現 監査役) 

    大橋 幸雄   (現 監査役) 

    越智 大藏   (現 監査役) 

 

       ※平尾和之氏、大橋幸雄氏、越智大藏氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

 

（注）なお、これら役員の異動につきましては、平成18年６月29日開催予定の定時株主総会での議案の承認を条

件としております。 

 

３．新任取締役候補の略歴 

    氏  名  山田 邦英 

    生年月日  昭和35年４月９日 

    略  歴  昭和 60 年１月 磯川法律事務所 入社 

昭和 63 年４月 毎日新聞社 入社 

昭和 63 年８月 日本レンタル・システム・サプライ株式会社 入社 

平成 ２年６月 カルチュア･コンビニエンス･クラブ大阪本部株式会社 入社 

平成 ３年４月 カルチュア･コンビニエンス･クラブ株式会社 入社 

平成 ７年４月 同社 大阪支店 支店長 

平成 10 年６月 ゼネラルスタッフ 社長室 取締役室長 

平成 11 年４月 同社 ＦＣ事業本部 東日本営業部 取締役部長 

平成 12 年６月 同社 開発グループ グループリーダー 

平成 18 年３月 株式会社 ＴＳＵＴＡＹＡ ＦＣ事業本部 開発本部 

        東日本開発グループ グループリーダー(現任) 

 

    氏  名  恒松 正一 

    生年月日  昭和37年４月28日 

    略  歴  昭和58年１月 三栄通信工業株式会社 入社 

平成３年10月 株式会社ティップネス 入社 

平成５年10月 カルチュア･コンビニエンス･クラブ株式会社 入社 

平成13年４月 同社 東京支店 支店長 

平成17年４月 同社 ＦＣ事業本部 運営本部 本部長補佐 

平成18年３月 株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ ＦＣ事業本部 運営本部 本部長補佐(現任) 
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    氏  名  日下 孝明 

    生年月日  昭和28年４月11日 

    略  歴  昭和61年３月 カルチュア･コンビニエンス･クラブ株式会社 入社 

平成元年８月 同社 常務取締役 

平成元年12月 株式会社レントラックジャパン設立 同社取締役 

平成４年６月 同社 代表取締役社長 

平成17年６月 カルチュア･コンビニエンス･クラブ株式会社 取締役 

平成18年３月 株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ 代表取締役副社長 

平成18年５月 カルチュア･コンビニエンス･クラブ株式会社 取締役執行役員 

(株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ及び株式会社レントラックジャパン 商品事業管掌)(現任) 

 

    氏  名  木村 元昭 

    生年月日  昭和43年５月18日 

    略  歴  平成３年４月 カルチュア･コンビニエンス･クラブ株式会社 入社 

平成11年４月 ＴＳＵＴＡＹＡ西日本株式会社 代表取締役社長 

平成13年６月 カルチュア･コンビニエンス･クラブ株式会社 取締役 直営事業管掌 

平成13年11月 ＴＳＵＴＡＹＡ東日本株式会社 代表取締役社長 

平成15年６月 カルチュア･コンビニエンス･クラブ株式会社 取締役 

平成16年４月 有限会社ＴＳＵＴＡＹＡ ＳＴＯＲＥＳ ホールディングス 代表取締役社長 

 株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ ＳＴＯＲＥＳ 九州 代表取締役社長 

平成17年４月 カルチュア･コンビニエンス･クラブ株式会社 取締役 直営事業本部 本部長 

 兼 ＦＣ事業本部 副本部長  

株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ ＳＴＯＲＥＳ 大阪代表取締役社長 

 株式会社ヴァージン･メガストアーズ･ジャパン 代表取締役社長 

平成18年３月 株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ 取締役(現任) 

 

    氏  名  鳥羽  充 

    生年月日  昭和43年10月21日 

    略  歴  平成４年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほコーポレート銀行） 入行 

平成16年４月 カルチュア･コンビニエンス･クラブ株式会社 入社 

平成17年７月 同社 企画本部 事業推進室 室長 

平成18年４月 同社 グループシナジー本部グループ事業推進室 室長  

                 (シー・シー・シーインベストメント株式会社 取締役)(現任) 

 

 

４．執行役員制度の導入について 

当社は、経営監督機能と業務執行機能を分離し、取締役会の意思決定の迅速化と業務執行の効率化をはかるため、

執行役員制度を導入する予定であります。。 

なお、本件についての詳細につきましては、決まり次第お知らせしてまいります。 

 

 

 

以 上 


