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平成 20 年４月 30 日 

各      位 

会 社 名  ステラ・グループ株式会社 

代表者名  代表取締役社長 細川 信文 

          （コード番号8206  大証２部） 

問合せ先  取締役 上野 孝一 

           Tel（03）5425－2511 

 

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成 20 年４月 30 日開催の当社取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員の異動

の内定を決議いたしましたのでお知らせいたします。 

なお、本件は平成 20 年５月 29 日開催予定の第 36 回定時株主総会において選任の上、正式に決定する

予定であります。 

 

記 

 
1. 代表取締役の異動 

(1)異動の理由 

   別途本日付でお知らせいたしましたとおり、当社は本日開催の当社取締役会において、ベルリバー社

との資本・事業提携の解消を決議いたしました。それに伴い、ベルリバー社との提携が前提で就任した

現在の当社会長、社長が退陣することになりました。 

当社としては、ベルリバー社との資本・事業提携による企業価値向上を図ろうとしていた矢先の、同

社の撤退により、改めて当社社内体制の立て直しを早急に図らなければならない状況に直面いたしまし

た。 

そのため、今後の当社役員体制につきましては、当社グループ内の人材で固めるとともに、この事態

を収拾すべく、代表者には内部昇格にて、過去に上場企業で管理担当役員を務めた経験を持ち、現在は

当社グループ内の子会社で取締役を務めながら、当社においては主に財務局・証券取引所対応を中心に

行っていた古川を代表取締役社長に選任し、これ以上当社グループの企業価値を毀損しないように、内

部管理体制を固め、事態収拾を図ることにしたものであります。 

 

(2)異動の内容（平成 20 年５月 29 日付）（予定） 

氏 名 新役職名 旧役職名 

古川 善健 代表取締役社長 財務部長 

細川 信文 －（退任） 代表取締役社長 

※平成 20 年５月 29 日開催予定の第 36 回定時株主総会における取締役の選任、および同総会終了後の

取締役会における決議を経て、正式に決定する予定です。 
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 (3)新たに代表取締役となる者の氏名および略歴 

新役職名 代表取締役社長 

氏名（よみがな） 古川 善健（ふるかわ よしたけ） 

出身地 東京都 

生年月日 昭和 39 年 ８月 31 日 

最終学歴 昭和 62 年 ３月 学習院大学法学部 卒業 

略歴 昭和 62 年 ４月 東洋信託銀行㈱（現三菱 UFJ 信託銀行㈱）入社 

平成 11 年 12 月  ㈱おりこんダイレクトデジタル（現オリコン㈱）入社 

平成 12 年 ６月 同社 取締役管理本部長 

平成 14 年 ６月 同社 執行役員社長室長兼人事総務本部長 

平成 17 年 ４月 ㈱アドバンスト・メディア 経理財務部長 

平成 19 年 ４月 当社入社 財務部長（現任） 

平成 19 年 ５月 ㈱プロジェ・ホールディングス 取締役（現任） 

㈱グローバルコーポレーション 取締役（現任） 

平成 19 年 ６月 ㈱オーエー・システム・プラザ 取締役（現任） 

 

 

2. 役員の異動 

(1) 新役員体制（平成 20 年５月 29 日付）（予定） 

 氏 名 新役職名 

新任 古川 善健 代表取締役社長 

重任 上野 孝一 常 務 取 締 役 

新任 鷹司 通昭 取 締 役 

重任 上野 善博 取締役（兼 ㈱エルメ社長） 

新任 森田 宏文 取締役（兼 ㈱プロジェ・ホールディングス社長） 

現任 湯浅  薫 常勤監査役（社外） 

現任 杉原 正芳 監査役（社外） 

現任 林 豊和 監 査 役 

新任 熊 隼人 監査役（社外） 

 

 

 (2) 新取締役候補 

 

氏    名 

(生年月日) 
略 歴 

古川 善健 

(昭和39年８月31日生) 

※古川善健の略歴につきましては、上記「1.(3)新たに代表取締役となる 

者の氏名および略歴」をご参照下さい。 
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(3) 新監査役候補 

 

(4) 退任取締役（平成 20 年５月 29 日付）（予定） 

  細川 信文 （現代表取締役社長） 

※上記取締役は、平成20年５月29日開催予定の第36回定時株主総会終結の時をもって退任いたします。

なお、鈴木洋は平成20年４月30日付をもって取締役会長を辞任いたしました。 

 

(5) 退任監査役（平成 20 年５月 29 日付）（予定） 

  該当事項はありません。 

 

以 上 

氏    名 

(生年月日) 
略 歴 

鷹司 通昭 

(昭和28年３月２日生) 

昭和51年４月 

平成11年８月 

 

平成17年９月 

平成19年９月 

平成19年11月 

平成20年１月 

平成20年４月 

株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 
東京海上あんしん生命保険株式会社（現東京海上日動あんしん

生命保険株式会社）入社 
株式会社桜ゴルフ入社 法人営業部長 
当社入社 執行役員 CEO 
当社 代表取締役社長 
当社 顧問（現任） 
㈱グローバルコーポレーション 代表取締役社長（現任） 

森田 宏文 

(昭和44年７月６日生) 

平成４年４月 

平成11年１月 

 

平成12年５月 

 

 

平成12年12月 

平成15年３月 

平成16年５月 

平成18年３月 

平成19年５月 

平成20年４月 

株式会社東海銀行（現株式会社三菱東京 UFJ 銀行）入行 
INA ひまわり生命保険株式会社（現株式会社損保ジャパンひま

わり生命保険株式会社）入社 
アリコジャパン 入社 
フューチャークリエイト株式会社（現 TRN コーポレーション

株式会社）入社 
同社 取締役 
同社 監査役 
株式会社グローバルコーポレーション 監査役 
株式会社プロジェ・ホールディングス 取締役 
株式会社グローバルコーポレーション 取締役（現任） 
株式会社プロジェ・ホールディングス代表取締役社長（現任） 

氏    名 

(生年月日) 
略 歴 

熊 隼人 

(昭和38年６月９日生) 

平成５年10月 

平成６年４月 

平成８年４月 

平成９年４月 

平成18年11月 

司法試験合格 
司法研修所入所（第 48 期司法修習生） 
弁護士登録（第一東京弁護士会所属）山﨑法律事務所勤務 
第一東京弁護士会法律相談委員会委員 
熊隼人法律事務所開業 


