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役員の異動に関するお知らせ 

 当社は、平成 19 年５月 25 日開催の取締役会において、平成 19 年６月 15 日開催予定の当社第８回

定時株主総会に、以下のとおり取締役及び監査役の選任について付議することを決議いたしましたの

でお知らせ致します。 

記 

 

１． 新任取締役候補 （略歴別紙） 

新職 現職 氏名 

取締役 フリージャーナリスト 池上 彰 

取締役 常務執行役員 営業本部長 四本 健 

取締役 常務執行役員 管理本部長 工藤 靖 

(注) 池上 彰氏は、会社法第２条第 15 号に定める社外取締役の候補者です。 

 

２． 新任監査役候補 （略歴別紙） 

新職 現職 氏名 

監査役 

弁護士法人 

古田アンドアソシエイツ法

律事務所 社員弁護士 

佐川 明生 

監査役 ティアック(株)常務取締役 樋口 理 

(注) 佐川 明生氏は、会社法第２条第 16 号に定める社外監査役の候補者です。 

 

３． 退任予定監査役 

現職 氏名 

監査役 土橋 康成 



４． 就任予定日 

平成 19 年６月 15 日開催予定の当社第８回定時株主総会における決議をもって就任の予定です。 

今回の役員選任により、取締役６名（現在３名）、監査役４名（現在３名）となります。 

 

 



＜別 紙＞ 

 

１． 就任予定取締役の略歴 

 

氏名（よみがな） 池上 彰（いけがみ あきら） 

最終学歴 慶応義塾大学 経済学部 

生年月日 昭和 25 年８月９日 

昭和 48 年４月 日本放送協会（NHK）入社 

平成６年から平成 17 年まで「週刊こどもニュース」 

キャスターを務める。 

略   歴 

平成 17 年３月 日本放送協会（NHK）退社後、フリーランスの著作活動

を開始。 

  

氏名（よみがな） 四本 健（よつもと たけし） 

最終学歴 専修大学 経営学部 

生年月日 昭和 33 年８月 23 日 

昭和 58 年４月 (株)IS プレス入社 

昭和 61 年９月 (株)アスキー入社 

平成 12 年２月 (株)アットマーク・アイティ（現当社） 

取締役営業企画局長就任 

平成 17 年３月 当社執行役員営業本部長就任 

略   歴 

平成 18 年３月 当社常務執行役員営業本部長就任（現任） 

 

氏名（よみがな） 工藤 靖（くどう やすし） 

最終学歴 国際基督教大学 教養学部 

生年月日 昭和 37 年３月 13 日 

昭和 60 年４月 (株)第一勧業銀行 

（現みずほフィナンシャルグループ）入行 

平成７年７月 信栄製紙(株) 入社 

平成 12 年９月 (株)アットマーク・アイティ（現当社）入社 

平成 17 年３月 当社執行役員管理本部長就任 

略   歴 

平成 19 年３月 当社常務執行役員管理本部長就任（現任） 

 

 

２． 就任予定監査役の略歴 

 

氏名（よみがな） 佐川 明生（さがわ あきお） 

最終学歴 一橋大学 法学部 

生年月日 昭和 48 年３月 12 日 

略   歴 平成７年３月 一橋大学法学部卒業 



平成 11 年４月 司法研修所入所 

平成 12 年 10 月 古田アンドアソシエイツ法律事務所 

（現弁護士法人古田アンドアソシエイツ法律事務所）

入所 

 

平成 14 年４月 同法律事務所の法人化に伴い、社員弁護士に就任 

 

氏名（よみがな） 樋口  理（ひぐち おさむ） 

最終学歴 九州大学 工学部 

生年月日 昭和 37 年 10 月 28 日 

昭和 60 年４月 ソニー(株)入社 

平成２年９月 ロータス(株)（現日本アイ・ビー・エム(株)）入社 

平成 10 年９月 (株)デジタルガレージ入社 

平成 11 年６月 (株)インフォシークへ移籍 

平成 12 年４月 (株)アットマーク・アイティ（現当社）取締役就任 

平成 12 年８月 ジャパン・スタートアップス(株)取締役就任（現任) 

平成 17 年３月 当社執行役員就任 

平成 17 年６月 ティアック(株) 取締役就任 

平成 18 年５月 アーキタイプ(株) 取締役就任（現任） 

平成 18 年６月 ティアック(株) 常務取締役就任（現任） 

略   歴 

平成 18 年６月 インフォテリア(株)取締役就任（現任） 

 

 
以  上 


