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各    位 

会 社 名   

コード番号  ９０５８(東証･名証第２部) 

代 表 者  代表取締役社長 清水正久 

問 合 せ 先  執行役員 経営企画グループ 統括マネージャー 久門耕治 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０５２－２０２－１０１１ 

 

取締役人事に関するお知らせ 

 

当社は、2007年４月16日開催の取締役会におきまして、下記の通り取締役の選任及び退任につきまし

て決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、本年６月 15 日に開催予

定の第 50回定時株主総会での承認を経て決定する予定です。 

 

記 

 

１．取締役人事 

 

  取締役・監査役人事（2007 年６月 15 日予定） 

氏 名 新 役 職 現 役 職 

武部 芳宣 （重任）変更無し 代表取締役会長 

清水 正久 （重任）変更無し 代表取締役社長 

沼田 雅和 （重任）変更無し 取締役 常務執行役員 

    営業統括・渉外担当 

    兼 ﾄﾗﾝｺﾑ DS 東日本株式会社 代表取締役社長 

    兼 ﾄﾗﾝｺﾑ DS 西日本株式会社 代表取締役社長 

    兼 ﾄﾗﾝｺﾑ DS 関東株式会社  代表取締役社長 

長嶺 久敏 （重任）変更無し 取締役 執行役員 

    ロジスティクス東日本グループ 管掌 

岩尾  徹 （重任）変更無し 取締役 執行役員 

    財務管理グループ 統括マネージャー 

松岡  忠 （新任）取締役 執行役員 

    事業企画グループ 統括マネージャー 

    兼 株式会社アクシス 代表取締役社長 

執行役員 事業企画グループ 統括マネージャー 

    兼 株式会社アクシス 代表取締役社長 

桑原  茂 （新任）取締役 執行役員 

    ロジスティクス西日本グループ 管掌 

執行役員 ロジスティクス西日本グループ 管掌 

久門 耕治 （新任）取締役 執行役員 

    経営企画グループ 統括マネージャー 

執行役員 経営企画グループ 統括マネージャー 

加賀 信之 （継続）変更無し 常勤監査役 

坂浦 正輝 （継続）変更無し 監査役 

南舘 欣也 （継続）変更無し 監査役 

齋藤 定勝 （継続）変更無し 監査役 

※ 取締役は、2007 年６月 15 日開催予定の第 50 回定時株主総会の承認を経て就任予定。 

※ 監査役 加賀 信之氏、坂浦 正輝氏、南舘 欣也氏、齋藤 定勝氏は、任期中につき継続。 

なお、坂浦 正輝氏、南舘 欣也氏、齋藤 定勝氏は会社法施行規則第２条第３項第８号に定める  

社外監査役であります。 

 



 

 

※ 新任取締役 

 

氏 名 松岡 忠 （まつおか ただし） 

生年月日 1959 年２月１日生 

略 歴 1979 年４月 ㈱ニシオスポーツ入社 

  1991 年５月 ㈱アクシス 代表取締役社長 

  2004 年２月 当社 企画開発グループ 統括マネージャー 

  2006 年４月 当社 執行役員 事業開発グループ 統括マネージャー 

  2007 年４月 当社 執行役員 事業企画グループ 統括マネージャー 

 

 

氏 名 桑原 茂 （くわばら しげる） 

生年月日 1949 年 11 月 17 日生 

略 歴 1968 年６月 三洋電機㈱入社 

  1997 年４月 ㈱三洋電機商品センター 東京支店長 

  2002 年６月 三洋電機ロジスティクス㈱ 取締役 国内営業企画本部 副本部長 

  2003 年６月 三洋ロジテクサービス㈱ 代表取締役社長 

  2004 年７月 三洋電機ロジスティクス㈱ 取締役 物流事業本部 東日本統括担当 

  2006 年４月 同社 取締役 物流事業本部 副本部長 兼 中部統括支店長 

  2007 年１月 当社 社長付マネージャー 

２月 当社 執行役員 ロジスティクス西日本グループ 管掌 

 

 

氏 名 久門 耕治 （くもん こうじ） 

生年月日 1959 年９月 18日生 

略 歴 1983 年４月 日商岩井㈱入社 

  1998 年 11 月 日商岩井欧州会社 出向 

  2000 年 10 月 アイ･ティ･エックス㈱ 欧州支店 支店長 

  2004 年 11 月 テクマトリックス㈱ 取締役 執行役員 企画部長 

  2006 年４月 サイボウズ㈱ 経営企画本部 本部長補佐 

  2007 年２月 当社 社長付マネージャー 

４月 当社 執行役員 経営企画グループ 統括マネージャー 

 

 

 

 

２．第 50回定時株主総会の終了を以て退任する取締役 

 

取締役（非常勤） 市村 哲三 

 

 

以上 


