
                                                 平成 18 年 8 月 30 日 
各  位 
 

会社名 株 式 会 社 クインランド  
代表者名 代表取締役 吉村 一哉 
（ｺｰﾄﾞ番号 2732 大証ヘラクレス） 
問合わせ先 常務執行役員 CFO・経理財務部長 小林 勝彦

電話番号 078（858）5730 
 

 
代表取締役及び役員の異動並びに新ガバナンス体制構築に関するお知らせ 

 
 
 当社は、平成 18 年 8 月 30 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の異動を内

定いたしました。重ねて今後の事業方針の実現に向け、これまでのガバナンス体制を一新することと致しま

したのでお知らせいたします。 
なお、代表取締役および役員の異動は、平成 18 年 9 月 27 日開催予定の第 11 期定時株主総会並びに

その後開催予定の取締役会において付議の上、正式決定となります。 
 
１． 異動の理由 
 当社におきましてはこれまで、ＩＴ活用によってマーケティングの生産性向上を実現するＤＭＥＳ事業を主

軸として、交通・娯楽・住まい・教育・食といった５つの巨大消費市場において実業部門を擁するＩＴ実業会

社を目指して拡大路線をとってまいりました。 
 こうした戦略のスピーディな遂行のために組成しました個別事業部門の責任者で構成される役員会をす

べての最高意思決定機関とする経営組織は、Ｍ＆Ａ・事業アライアンス・新規事業進出等、次々と課題をこ

なし、結果当社は創業 6 年でニッポンニューマーケット「ヘラクレス」へ上場、創立 10 周年にあたる平成 18
年 6 月期には売上高 1000 億円を伺うまでに急速拡大を遂げました。 
 しかしながら、当初ＩＴとのシナジーによる事業活性化と業績回復を見込んだ積極的な企業買収による事

業拡大は、減損会計制度の導入、新興市場への不信感の蔓延とそれに伴う会計処理の過度な厳格化と

いった 2006 年の急激な環境変化の中で、予測していた期間内に事業の活性化と利益の獲得という成果

につなげることができず、残念ながら費用が大きく先行する結果となりました。当然にして、買収によって子

会社化した多数の企業へのマネジメントの介入、コストダウンの懸命な努力も継続して参りましたが、これら

を補うには及ばないばかりか却って人的・資金的・機会的な拡散を招いた面が大きく、本来の強みであるＤ

ＭＥＳ事業さえもが成長を失速させる結果となったことは遺憾であります。 
 かくしてスピード経営を標榜したガバナンス体制は、シンプルで強い推進力を持つがゆえに、逆に事業

拡大・成長維持という営業面に大きく偏った組織であったことは否めず、管理・けん制機能の脆弱な組織体

質が露呈した形となりました。 
もちろん当時の事業環境の中でベストと思われる体制を構築し、懸命に努力はして参りましたが、結果とし

て 85 億円もの当期純損失を発生させ、投資家の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしたことは厳然

たる事実として厳粛に受け止め、経営体制・戦略など抜本的な見直しが必要であるとの結論に至りました。 
 またこうしたガバナンス体制の大幅な見直しの一方で、事業展開としても「選択と集中」を旨として、今後コ

アコンピタンスであるＤＭＥＳ事業に社内リソースを集中投下していく方針であります。新たな成長ドライバ

ーとして、平成 18 年 8 月 24 日にリリースいたしましたとおり、ピクセルマッチング技術において競争優位を



持つ「フレームフリー」のわが国における販売権を取得するなど、有望マーケットへの必要な戦略投資は厳

選して今後も継続していく所存です。 
 
上記要因を省み、さらに今後の成長を目指すべく、以下を基本方針として人事体制および組織の刷新

を図ります。 
 

①特定の代表取締役への権限の集中を回避するため、複数代表取締役を設置し、それぞれの職務

分担に応じて内部的制限を設ける。 
②取締役会の機能を、法令または定款による取締役会決議事項の決済及び執行役員会の業務監督

に限定し、業務執行に関する権限及び責任を「執行役員会」に分離することで、取締役会による健

全な経営体制の確立と執行役員会による機動的な事業推進を両立させる。 
③前項の機能分離に伴い、取締役の員数を現行の 8 名から 5 名へ減少させる。 
④取締役に対する管理監督機能の強化として、委員会設置会社に準じた「報酬委員会」を設置する。 
⑤内部統制システム及びコンプライアンスをさらに強化するため、「コンプライアンス委員会」を設置す

る。 
 

（ご参考：当社新ガバナンス体制） 
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記 
 

１．代表取締役及び役員の異動 
（１）平成 18 年 9 月 27 日 就任予定 

氏 名 新 職 旧 職 
吉村 一哉 代表取締役 会長 代表取締役 社長 

岩田 昌之 代表取締役 社長 専務執行役員 CTO（最高技術責任者） 

 
 
２．取締役の異動 

（１）平成 18 年 9 月 27 日 就任予定 
氏 名 新 職 旧 職 

岩田 昌之 代表取締役 社長 専務執行役員 CTO（最高技術責任者） 

毛塚 敏郎 取締役 専務取締役 
小林 勝彦 取締役 常務執行役員 CFO・経理財務部長 

 
（２）平成 18 年 9 月 27 日 退任予定 

氏 名  旧 職 
堀田 清光 退任 取締役会長 
芦田 泰啓 退任 常務取締役 経営企画本部長 
吾郷 孝一 退任 常務取締役 総務部長 
諧 秀彦 退任 常務取締役 CIO（最高情報責任者） 
畑 祥雄 退任 社外取締役 

 
 

３．執行役員の異動 
（１）平成 18 年 9 月 27 日 就任予定 

氏 名 新 職 旧 職 
岩田 昌之 代表執行役員 専務執行役員 CTO（最高技術責任者） 
小林 勝彦 執行役員 CFO 常務執行役員 CFO・経理財務部長 
芦田 泰啓 執行役員 常務取締役 経営企画本部長 
池内 智明 執行役員 経理統括本部 IR グループ 部長 

兼 
総務統括本部 コンプライアンス法務部 部長

 
（２）平成 18 年 9 月 27 日 退任予定 

氏 名  旧 職 
傍島 浩一 退任 執行役員 
堀内 謙憲 退任 執行役員 
大村 寛明 退任 執行役員 
壱岐 雅志 退任 執行役員 
小櫻 尚司 退任 執行役員 
中原 敏文 退任 執行役員 

 
 
 
 
 
 



４．新任代表取締役及び取締役の略歴 
 

（１）氏名 吉村 一哉 

（２）生年月日 昭和 35 年２月 16 日生 

（３）略歴 昭和59年４月 ㈱日本エル・シー・エー入社 

 平成３年８月 ㈱日本エル・シー・エー取締役就任 

 平成８年５月 当社設立、 

代表取締役社長就任 

 
（１）氏名 岩田 昌之 

（２）生年月日 昭和 39 年９月 10 日生 

（３）略歴 平成元年４月 日本流通システム株式会社（現インフォテック株式会社）

入社 

 平成14年６月 同  退社 

 平成14年７月 当社 入社 

 平成16年12月 株式会社ノイマン 代表取締役社長就任（現任） 

 平成18年６月 当社 専務執行役員 ＣＴＯ就任 

 
（１）氏名 毛塚 敏郎 

（２）生年月日 昭和 22 年 10 月 26 日生 

（３）略歴 昭和49年４月 ㈱本田技研工業入社 

 平成４年６月 ＨＯＮＤＡ ＦＲＡＮＣＥ社長就任 

 平成７年５月 ㈱セガ・エンタープライゼス取締役コンシューマービジ

ネス統括本部長就任 

 平成10年１月 ㈱ＳＥＧＡ ＭＵＳＥ会長就任 

 平成11年４月 ＳＥＧＡ ＯＦ ＡＭＥＲＩＣＡ ＩＮＣ副会長ＣＯＯ

就任 

 平成12年５月 ㈱セガ・エンタープライゼス専務執行役員就任 

 平成14年１月 ＢＭＷ ＪＡＰＡＮ㈱専務取締役営業本部長就任 

 平成16年４月 ㈱ムーブ代表取締役会長就任 

 平成16年９月 当社入社、当社執行役員ＴＣＬＡ事業開発室長就任 

 平成17年３月 ㈱ＴＣＬＡ代表取締役会長就任(現任) 

 平成17年７月 ㈱ＮＥＳＴＡＧＥ代表取締役会長就任（現任） 

 平成17年９月 当社 専務取締役就任 

 平成18年４月 クインランド・カーズ㈱代表取締役社長就任（現任） 

 
（１）氏名 小林 勝彦 

（２）生年月日 昭和 32 年３月３日生 

（３）略歴 昭和54年３月 株式会社福徳相互銀行 入行 

 平成11年10月 同行 総合企画部副部長就任 

 平成12年10月 株式会社明響社 入社 

 平成14年６月 同社 総務部長兼経営企画室長就任 

 平成17年２月 同社 執行役員経営企画部長就任 

 平成17年５月 当社 金融企画本部長就任 

 平成18年６月 当社 常務執行役員 ＣＦＯ経理財務部就任 

 
 
 

本件に関するお問い合わせ先 
０１２０－６１６－１７７ 

（経理統括本部 IR チーム 専用フリーダイヤル） 
 

以  上 


