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代表取締役および取締役、監査役の異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成 18 年 8 月 4 日開催の取締役会において、平成 18 年 8 月 30 日開催予定の当社第 7 回定時

株主総会に付議する新任代表取締役、取締役および監査役候補を決議しましたので、下記のとおりお知らせ

いたします。 

 

記 
 

１． 代表取締役の異動 

（１） 異動の内容 

新役職名 氏名 最終役職名・旧役職 

代表取締役 村上 寿滋 日本バイリーン株式会社 監査役 

取締役 楠部 孝 当社代表取締役社長 

 

（２） 異動の理由 

現任代表取締役の任期満了に伴い、経営力ならびに収益力強化を確実に遂行する体制を構築す

るため。 

 

（３） 就任までの方針および就任予定日 

経営力強化ならびに今後のグループ戦略の策定に早急に参画すべく、平成18年8月21日に当社に

入社し、第7回定時株主総会で承認を経て、同日就任予定です。 

 

２． 取締役の異動 

（１） 新任取締役候補 

新役職名 氏名 旧役職名（現任含む） 

取締役 田村 新吾 ソニーマーケティング株式会社 室長 

取締役 広瀬 直樹 有限会社喜望峰 代表取締役 

社外取締役 塚原 洋 サピウス有限会社 代表取締役 

 

（２） 就任予定日 

平成18年8月30日開催予定の当社第7回定時株主総会で承認を経て、各人就任の予定です。 

 

（３） 退任予定取締役 

新役職名 氏名 旧役職名 

社長室（新設） 川畑 譲 専務取締役 

株式会社ＢＢＭＣ 

代表取締役（兼任中） 

髙田 清 取締役 

 



 

３． 監査役の異動 

（１） 新任監査役候補 

新役職名 氏名 旧役職名（現任含む） 

常勤監査役（社外） 和田 位 ベルエア株式会社 取締役 

監査役（社外） 渡邉 善二 株式会社アビテック・ジャパン 代表取締役 

監査役（社外） 大沼 信介 独立行政法人国立環境研究所 

 

（２） 就任予定日 

平成18年8月30日開催予定の当社第7回定時株主総会で承認を経て、各人就任の予定です。 

 

（３） 退任予定監査役 

新役職名 氏名 旧役職名 

- 坂野 裕 常勤監査役 

- 榊原 正人 監査役 

 

（４） 退任予定日 

平成18年8月30日開催予定の当社第7回定時株主総会で退任の予定です。 

 

４． 候補者の略歴 

氏名 村上 寿滋 （むらかみ かずしげ） 

生年月日 昭和13年8月16日 

略歴 昭和36年3月 明治大学農学部 卒業 

 昭和41年9月 日本バイリーン株式会社 

 平成2年6月 同社取締役 自動車資材事業部長 

 平成9年6月 同社常務取締役 衣料資材営業本部長 

 平成14年6月 同社監査役 

 

 

氏名 田村 新吾 （たむら しんご） 

生年月日 昭和21年7月25日 

略歴 昭和44年3月 早稲田大学理工学部 卒業 

 昭和44年4月 ソニー株式会社 

 昭和63年10月 同社ホームインタラクティブ事業部 事業部長 

 平成10年6月 同社ベンチャービジネスパーク 統括部長 

 平成16年4月 北海道大学客員教授兼任 

 平成16年9月 ソニーマーケティング株式会社HAVインストビジネス推進室 室長 

 

 

氏名 広瀬 直樹 （ひろせ なおき） 

生年月日 昭和27年6月15日 

略歴 昭和50年3月 京都大学経済学部 卒業 

 昭和50年４月 富士銀行 

 昭和6１年10月 ロイズ銀行東京支店 

 昭和62年9月 バンカース・トラスト・アジア証券 

 平成7年5月 ＣＩＢＣウッドガンディ証券 東京支店 エグゼクティブ・ディレクター 

 平成9年8月 Ｚｏｏｌｏｇｉｃジャパン株式会社  

 平成12年1月 大東証券・みずほインベスターズ証券 

 平成15年5月 ガーバン東短証券株式会社 マネージング・ディレクター 

 平成16年5月 セントラル短資証券株式会社 マネージング・ディレクター 

 平成18年4月 有限会社喜望峰 代表取締役  



 

氏名 塚原 洋 （つかはら よう） 

生年月日 昭和24年4月29日 

略歴 昭和48年3月 一橋大学経済学部 卒業 

 昭和48年4月 丸紅株式会社 

 平成14年11月 プラットＣ２株式会社 代表取締役 

 平成14年12月 サピウス有限会社 代表取締役 

 

 

氏名 和田 位 （わだ のぞむ） 

生年月日 昭和21年4月14日 

略歴 昭和44年3月 明治大学商学部 卒業 

 昭和44年4月 株式会社近江兄弟社 

  昭和58年6月 日本ソジェリース株式会社 

 昭和63年9月 スミセイリース株式会社入社 

 平成3年6月 株式会社山三西武地産 

 平成4年6月 日立信販株式会社 

 平成16年2月 三貴商事株式会社 

 平成17年2月 ベルエア株式会社 取締役 

 

 

氏名 渡邉 善二 （わたなべ ぜんじ） 

生年月日 昭和26年4月11日 

略歴 昭和51年3月 学習院大学法学部 卒業 

 昭和55年4月 英国ＩＢＭ教育研修主幹助手、E-Learning基礎研究 

 昭和58年4月 日赤医療センター、日本商工会議所などの講師歴任 

 昭和60年10月 株式会社アビテック・ジャパン設立 代表取締役 

 平成2年4月 ＳＯＮＹ株式会社国内営業本部 教育研修講師 

 平成15年3月 ＳＯＮＹ株式会社本社再就職支援契約 

 

 

氏名 大沼 信介 （おおぬま しんすけ） 

生年月日 昭和17年9月30日 

略歴 昭和41年3月 中央大学商学部 卒業 

 昭和41年4月 公認会計士太田哲三事務所 

 昭和45年3月 税理士登録 

 昭和57年1月 大沼信介事務所開設 

 昭和57年10月 琴平監査法人代表社員 

 平成2年11月 太田昭和システム開発株式会社 取締役 

 平成17年5月 独立行政法人国立環境研究所 

 

以上 


