
平成 19 年 4 月 17 日 

各  位 
会 社 名 株式会社アライヴ コミュニティ 

代 表 者 名 代表取締役社長 柴田 秀 

（コード番号：1400） 

                     上場取引所 大阪証券取引所（ヘラクレス市場） 

                     本社所在地 東京都新宿区西新宿七丁目22番36号 

                     お問合せ先 取締役経営戦略室長 石戸
い し と

 謙二 

（電話03-5332-5374） 
 
 

役員の異動に関するお知らせ 
 
当社は、平成 19 年４月 17 日開催の取締役会において、任期満了に伴う取締役ならびに辞任に伴

う監査役の候補者を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。 
なお、本人事は平成 19 年 5 月 30 日開催予定の第７回定時株主総会、同日開催予定の取締役会議

での決議を経て、選任される予定です。 
 

記 
 

１．任期満了に伴う取締役候補者 （）内は現職 
  ＜重任予定＞ 
  代表取締役社長    福岡 浩二    （取締役） 
   
  ＜新任予定＞ 
  取締役        星山 和彦    （経営戦略室社長付） 
  取締役        岡田 武人      
  取締役        伊東 忠彦 
  取締役        青木 辰男 
  取締役        丸山 一郎 
  取締役        石原 博士 
  ※青木 辰男氏、丸山 一郎氏、石原 博士氏は、社外取締役の候補者であります。 
 
２．退任取締役〔平成 19 年 5 月 30 日付〕 
  代表取締役社長    柴田 秀 
  取締役        塚本 比呂志 
  取締役        山崎 和邦 
  取締役        石戸 謙二 
 
３．新任監査役候補者 
  監査役        飯窪 和城 
  監査役（非常勤）   田村 稔郎 
   
４．辞任監査役〔平成 19 年 5 月 30 日付〕 
  監査役        大畑 訓 
 

以上 
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【新任候補者の略歴】 
 
取締役候補 
  氏名 略歴 
 福岡浩二 

（昭和 49 年 10 月 23 日生） 
平成９年 6 月  有限会社東洋システム設立 

平成 12 年６月 当社設立 代表取締役に就任 

平成 14 年２月 有限会社アールズアンドケイ 代表 取締役に就任（現任） 

平成 18 年３月 株式会社オアシスソリューシ ョン取締役（非常勤）に就任（現 任） 

平成 18 年３月 株式会社エルトレード取締役（非常勤）に就任（現任） 

平成 18 年３月 東峰実業株式会社代表取締役に就任 

平成 18 年６月 株式会社アールイーテクニカ代表取締役に就任 
星山和彦 

（昭和 37 年９月 16 日生） 

平成２年 10 月 太田昭和監査法人入社 
平成 12 年 10 月 監査法人トーマツ入社 
平成 16 年 11 月 株式会社アコーディアゴルフ入社 
平成 17 年２月 同社取締役経営戦略室副室長に就任 
平成 18 年６月 同社執行役員に就任 
平成 19 年１月 当社執行役員管理本部長 兼経理財務部長に就任 
平成 19 年４月 当社経営戦略室社長付に就任（現任） 

岡田武人 

（昭和 18 年１月１日生） 

昭和 41 年４月 兼松株式会社入社 
昭和 42 年４月 兼松江商株式会社（合併による） 
平成２年１月  兼松株式会社（社名変更による） 
平成３年４月  同社食品農産部長に就任 
平成６年４月  同社食品副本部長兼食品部長に就任 
平成７年 11 月 同社食品副本部長兼食料流通 開発室長に就任 
平成８年４月  同社参与食品本部長に就任 
平成９年６月  同社取締役に就任 

平成 11 年６月 同社常務取締役に就任 

伊東忠彦 

（昭和 20 年 10 月 23 日生） 

昭和 45 年   ミノル・ヤマサキ建築設計事務所入所 
昭和 51 年   ジョン・ポーツマン建築設計事務所入所 
昭和 54 年   TED T. ITO 建築設計事務所代表に就任 
平成１年    株式会社マルコー代表取締役副社長 国際運営総本部長に就任 
平成４年    TED T.ITO 建築設計事務所代表に就任 
平成９年    アーキテクト･ホーム株式会社設立 代表に就任 

平成 12 年   株式会社伊東忠彦都市建築事務所設立 代表に就任 

青木辰男 

（昭和３年１月 15 日生） 

昭和 25 年４月 株式会社第一銀行入社 
昭和 51 年   The First Pacific Bank of  Chicago の organizer＆first president

に就任 
昭和 51 年 12 月 第一勧業銀行株式会社取締役に就任 
昭和 54 年６月 同社常務取締役に就任 
昭和 57 年６月 同社副頭取に就任 
昭和 61 年４月 株式会社クレディセゾン会長に就任 

平成５年６月  同社相談役に就任 

丸山一郎 

（昭和 38 年４月 21 日生） 

平成４年３月  BMC ソフトウェア株式会社入社 
平成 12 年 10 月 ジョンストン＆ウェスターフィールド法律事務所入所 
平成 15 年 10 月 弁護士登録 丸山法律事務所入所 
平成 18 年 10 月 東京中央総合法律事務所 パートナー弁護士として入所 

石原博士 

（昭和 24 年３月 24 日生） 

昭和 47 年４月 税務指導協会（名古屋）入会 
昭和 53 年１月 大村特許事務所（岡山）入所 
昭和 59 年１月 石原司法書士事務所入所 
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監査役候補 
氏名 略歴 
 飯窪和城 
（昭和 21 年 9 月 4 日生） 

昭和 47 年４月 恵雅堂出版株式会社入社 
昭和 49 年４月 株式会社グリーンライフ入社 
昭和 57 年６月 株式会社成田ハイツリー入社 
昭和 61 年 12 月 三菱信託銀行株式会社入社 
昭和 62 年７月 菱信住宅販売株式会社入社 
平成６年３月  有限会社アヴィニョン 21 設立 代表に就任 
平成 12 年 12 月 株式会社アジアネット入社 
平成 15 年５月 株式会社栄福建設設立 取締役に就任 

田村 稔郎 
（昭和 27 年３月９日生） 

昭和 51 年８月 小宮宗太郎公認会計士事務所入所 
昭和 55 年 10 月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 
平成２年８月  青山監査法人 社員に就任 
平成６年８月  三栄ハウス株式会社入社 
平成７年 月  同社取締役に就任 
平成 11 年６月 監査法人トーマツ入社 
平成 12 年６月 同法人社員に就任 
平成 14 年６月 同法人代表社員に就任 
平成 17 年 12 月 田村公認会計士事務所設立 

 
 

 


