
 

平成１９年５月２４日 

 

各   位 

会社名 センチュリー･リーシング･システム株式会社 

代表者名 代表取締役社長 福田 光昭 

   （コード番号 8439 東証第一部） 

問合せ先 常務取締役   斎藤 誠吾 

電話番号  ０３－３４３５－４４０９ 

 

代表取締役の異動及び役員の異動のお知らせ 
 
 

 当社は、平成１９年５月２４日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び役員の異動

について内定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、平成１９年６月２２日開催予定の第３８回定時株主総会及びその後の取締役

会において正式に決定される予定です。 

 
 

記 

 
１．異動の内容 

 
（１）新任代表取締役候補（就任予定日：平成１９年６月２２日） 

氏  名 （新） （現） 

福田 光昭 代表取締役会長 代表取締役社長 

新居 尊夫 代表取締役社長 顧問 

山城 興英 代表取締役副社長 顧問 

 
（２）退任予定代表取締役（退任予定日：平成１９年６月２２日） 

氏  名 （新） （現） 

濱本 光雄 退任 代表取締役会長 

今井 宏邦 退任 代表取締役副社長 

 
 
 
 



２．新任代表取締役の氏名及び略歴 

 
新役職名 代表取締役社長 
氏 名 新居 尊夫（あらい たかお） 
出 身 地 兵庫県 

生年月日 昭和２３年 ３月２５日  

略 歴 昭和４５年 ４月 東京大学法学部 卒業 

 昭和４５年 ５月 日本生命保険相互会社 入社 

 平成 ８年 ７月 同社 取締役 

 平成１２年 ３月 同社 常務取締役 

 平成１６年 ３月 同社 専務取締役 

 平成１８年 ３月 同社 代表取締役副社長 

 平成１９年 １月 同社 代表取締役 副社長執行役員 

 平成１９年 ３月 同社 取締役 執行役員 

 平成１９年 ５月 当社 顧問 

  （現在に至る） 

 
新役職名 代表取締役副社長 

氏 名 山城 興英（やましろ こうえい） 

出 身 地 東京都 

生年月日 昭和２５年 ８月２２日  

略 歴 昭和４８年 ３月 立教大学経済学部 卒業 

 昭和４８年 ４月 株式会社第一勧業銀行 入行 

 平成１１年 ３月 同行 国際総括部長 

 平成１１年 ４月 同行 国際企画室長 

 平成１２年 ９月 株式会社みずほﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 国際地域総括部長 

 平成１４年 ４月 株式会社みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行 執行役員内幸町営業第三部長 

 平成１５年 ３月 同行 監査役 

 平成１６年 ６月 ユーシーカード株式会社 専務取締役 

 平成１７年 ６月 同社 代表取締役社長 

 平成１９年 ４月 株式会社みずほ銀行 理事 

 平成１９年 ５月 当社 顧問 

  （現在に至る） 

 
 
 
 
 
 



３．役員の異動（取締役、監査役） 

 
（１）新任取締役候補（就任予定日：平成１９年６月２２日） 

氏  名 （新） （現） 

井筒 浩一郎 
取締役 
財経部門 担当 
財経部門長 委嘱 

顧問 

 
（２）退任予定取締役（退任予定日：平成１９年６月２２日） 

氏  名 （新） （現） 

辻  孝 明 退任 
常務取締役 
財経部門 担当 
財経部門長 委嘱 

 
（３）新任監査役候補（就任予定日：平成１９年６月２２日） 

氏  名 （新） （現） 

松井 繁和 （非常勤）監査役 
伊藤忠商事株式会社 
機械ｶﾝﾊﾟﾆｰﾁｰﾌ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｵﾌｨｻｰ

兼）機械事業統括部長 

隅田 正彦 （非常勤）監査役 
朝日生命保険相互会社 
取締役常務執行役員 
総務人事統括部門長 

 
（４）退任予定監査役（退任予定日：平成１９年６月２２日） 

氏  名 （新） （現） 

穴井 二三徳 退任 （非常勤）監査役 

奥 村  健 退任 （非常勤）監査役 

 
 
４．その他の役員の異動（役付の変更） 

 
（平成１９年６月２２日付） 

氏  名 （新） （現） 

正木 恒一郎 
常務取締役 
東日本営業本部 担当 
東日本営業本部長 委嘱 

取締役 
東日本営業本部 担当 
東日本営業本部長 委嘱 

 



【ご参考資料】 
取締役及び執行参与の管掌・担当・委嘱一覧 

 取 締 役       管 掌 ・ 担 当 ・ 委 嘱 

取締役会長 
（代表取締役） 
福田 光昭 

 

取締役社長 
（代表取締役） 
新居 尊夫 

 

取締役副社長 
（代表取締役） 
山城 興英 

営業管掌、営業推進部 担当 

常務取締役 
朝倉 隆司 西日本営業本部長 

常務取締役 
斎藤 誠吾 業務部門長 

常務取締役 
西村 昭彦 

営業企画本部長 兼）ﾘﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部長  
兼）株式会社 C-TRY 代表取締役社長 

常務取締役 
伊藤 道夫 本店営業本部長 

常務取締役 
正木 恒一郎 東日本営業本部長 

取締役 
福 島  廣 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ営業本部長 兼）ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ営業部長 

取締役 
水野 雅夫 情報機器営業本部長 

取締役 
石野 勇治 日本ｶｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 取締役 

取締役 
刀根 秀己 

海外事業部 担当 兼）海外事業部長 
兼）盛世利（中国）租賃有限公司董事長 

取締役 
鈴木 益夫 事務ｼｽﾃﾑ部門長 兼）ｾﾝﾁｭﾘｰ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｻｰﾋﾞｽ株式会社 代表取締役社長 

取締役 
大嶋 光孝 首都圏営業本部長 

取締役 
原  英 司 ﾘｽｸ管理室 担当、審査部門長 兼）ﾁｰﾌ･ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ･ｵﾌｨｻｰ（CCO） 

取締役 
井筒 浩一郎 財経部門長 

    

執 行 参 与 担 当 

関口 幸雄 経理部長 

以 上 


