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代表取締役の異動および新経営体制に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 20 年７月 11 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

及び新任取締役を内定いたしましたのでお知らせいたします。尚、本件は、平成 20 年８月

11 日開催予定の当社第 44 期定時株主総会にて取締役の選任決議を経た後、同株主総会終了

後の取締役会において正式決定される予定です。 

 

１．代表取締役の異動について 

 ①代表取締役の異動の理由 

経営トップの若返りを図り、新経営体制の下で更なる経営体質強化と事業発展を推

進するため。 

 

②新・旧代表取締役の氏名役職 

氏 名 新役職 現役職 

小林 敬嗣 取締役相談役 代表取締役会長兼 Co-CEO 

久保 裕滋 当社取締役退任 

新設予定会社代表取締役社長 

代表取締役社長兼 COO 

堀 裕介 代表取締役社長 （株）Active-Link※ 

代表取締役社長 

※（株）Active Link は、平成 17 年５月に設立し、当社が 100％株式保有する連結子会

社であります。 

 

③就任予定日 平成 20 年８月 11 日。 

 

④新任代表取締役社長の氏名および略歴 

新役職名：代表取締役社長 

氏    名：堀 裕介（ほり ゆうすけ） 

生 月 日：昭和 50年 12 月３日生。 

最終学歴：平成 11 年 ３月 明治大学政治経済学部卒。 



略   歴：平成 11 年 ４月 当社入社。 

平成 14 年 11 月 自動車業界支援事業本部マネージャー就任。 

平成 15 年 12 月 自動車業界支援事業本部副事業部長就任。 

平成 16 年 ５月 自動車業界支援事業本部事業部長就任。 

平成 17 年 ５月 （株）Active Link 代表取締役社長就任（現任）。 

 

 ⑤当社代表取締役の役職変更 

氏 名 新役職 現役職 

栁瀨 健一 代表取締役会長 代表取締役兼 Co-CEO 

 

２．役員人事について 

 ①取締役候補者（平成 20 年８月 11日就任予定） 

氏 名 新役職 現役職 

栁瀨 健一 代表取締役会長 代表取締役兼 Co-CEO 

堀 裕介 

（新任） 

代表取締役社長 (株)Active-Link 

代表取締役社長 

中井 喜之 

（新任） 

取締役 執行役員 

コンサルティング事業本部長 

小林 敬嗣 取締役相談役 代表取締役会長兼 Co-CEO 

沖 晋 

（新任） 

取締役（非常勤） 

 

(株)リンク・プロモーション※ 

代表取締役社長 

西藤 健太郎 

（新任） 

取締役（非常勤） 

 

（新任） 

 ※（株）リンク・プロモーションは、平成 12 年 12 月に設立し、当社が 100％株式保

有する連結子会社であります。 

 

②新任取締役候補略歴 

新役職名：取締役 

氏    名：中井 喜之（なかい よしゆき） 

生 月 日：昭和 45 年８月 20日生。 

略    歴：平成 ５年４月   当社 入社。 

平成 11 年５月  住宅建設業界支援事業部マネージャー就任。 

平成 15 年１月  住宅建設業界支援事業部副事業部長就任。 

平成 15 年５月  住宅建設業界支援事業部事業部長就任。 

平成 16 年５月   執行役員住宅建設業界支援事業部事業本部長就任。 

平成 20 年５月   執行役員コンサルティング事業本部長就任（現任）。 

 



新役職名：取締役（非常勤） 

氏    名：沖 晋（おき すすむ） 

生 月 日：昭和 35年 12 月 16日生。 

略   歴：昭和 60 年４月 当社入社。 

平成 ６年５月 東日本経営支援部長就任。 

平成 ６年８月 取締役就任。 

平成 13 年５月 常務取締役自動車業界支援事業本部長就任。 

平成 16 年５月 常務取締役自動車業界担当役員就任。 

平成 17 年６月 (株)リンク・プロモーション代表取締役社長就任 

（現任）。 

平成 19 年８月 当社取締役退任。 

 

新役職名：取締役（非常勤） 

氏    名：西藤 健太郎（さいとう けんたろう） 

生 月 日：昭和 52 年６月２日生 

略    歴：平成 13 年４月 当社入社。 

平成 16 年５月 当社外食業界支援事業本部 マネージャー就任。 

平成 18 年５月 当社外食業界支援事業本部 事業部長就任。 

平成 20 年５月 (株)ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ執行役員就任（現任）。 

 

 ③退任取締役（平成 20 年８月 11 日任期満了による退任予定） 

氏 名 新役職 現役職 

久保 裕滋 新設予定会社代表取締役社長※ 代表取締役社長兼 COO 

田中 英男 常務執行役員経営管理本部長 常務取締役兼 CFO 

村松 毅 常務執行役員コンサルティング 

事業本部支援担当 

常務取締役 CSR 担当役員 

木下 義和 常務執行役員コンサルティング 

事業本部支援担当 

常務取締役兼 CMO 

   ※当社平成 20 年６月 10 日付「役員辞任に関するお知らせ」でご案内のとおり、当

社専務取締役兼 CLO 並木昭憲、当社取締役外食担当役員辻秀敏は、それぞれ(株)

MS＆Consulting の代表取締役社長、同取締役として同社の経営に専念するため、

平成 20 年６月 20 日付をもって当社取締役を辞任しております。 

※久保裕滋は、当社グループの次世代の成長戦略として期待される海外戦略を統括

する 100％子会社（新設予定）の代表取締役社長に就任する予定です。 

 



３．当社新経営体制 

 上記を踏まえた当社新経営体制は以下のとおりです。 

 

 （取締役・監査役） 

  栁瀨 健一  代表取締役会長 

  堀  裕介  代表取締役社長 

  中井 喜之  取締役 

  小林 敬嗣  取締役相談役 

沖  晋   取締役（非常勤） 

  西藤 健太郎 取締役（非常勤） 

  小坂 行   監査役 

  鳥井 浩三  監査役 

菱田 多賀志 監査役 

 

（執行役員） 

 田中 英男  常務執行役員経営管理本部長 

 村松 毅   常務執行役員コンサルティング事業本部支援担当 

 木下 義和  常務執行役員コンサルティング事業本部支援担当 

岡山 茂弘  執行役員カーリンク事業支援担当 

中川 渉   執行役員 fabrica 事業本部長 

以上 


