
 

2009年 4 月 30 日 

【各 位】 

株式会社ベネッセコーポレーション 

代表取締役社長 兼 COO福島 保 

 （コード番号 9783 東証・大証第一部） 

 

10 月 1日持株会社体制への移行に伴う 

代表取締役の異動ならびに役員人事の内定に関するお知らせ 
 

 

株式会社ベネッセコーポレーション（本社：岡山市）は、本日開催の取締役会において、会

社分割により平成 21 年 10 月 1 日より持株会社体制に移行することを決議し、併せて代表取締

役の異動ならびに役員人事を内定しましたのでご報告します。当社グループは、平成 21 年 6

月 27 日開催の定時株主総会の承認を条件に、10 月 1 日より、新体制にて新たなグループ経営

をスタートします。 

 

現株式会社ベネッセコーポレーションは、10 月 1 日より、株式会社ベネッセホールディング

スとしてグループの統括機能を果たしていきます。また、当社の事業を継承する形で、事業会

社である株式会社ベネッセコーポレーションを新設します。これにより、ベネッセグループは、

株式会社ベネッセホールディングスが、株式会社ベネッセコーポレーションとその他の事業子

会社を傘下に持つ、新しいグループ経営体制に移行いたします。 

 

 

記 

 

1.代表取締役の異動 

■現体制 

＜株式会社ベネッセコーポレーション（～平成 21年 9月 30日）＞      

代表取締役会長兼 CEO 福武  總一郎 

代表取締役副会長兼 CEO 補佐 福原 賢一 

代表取締役社長兼 COO  福島 保 

 

 ■新体制 

 ＜株式会社ベネッセホールディングス （平成 21年 10月１日予定）＞ 

代表取締役社長   福島 保 

代表取締役副社長  福原 賢一 

※現代表取締役会長兼 CEO の福武總一郎は、代表権のない取締役会長に就任します。 

 

2.代表取締役の異動理由 

   当社グループは、平成 22 年度（2010 年度）以降を見据え、次なる成長を目指して平成

30 年度（2018 年度）に向けた長期ビジョンを策定中です。「Benesse（ベネッセ）＝よく

生きる」の企業理念のもと各事業の競争力をさらに向上させると同時に、積極的な事業拡

大を目指します。このビジョンを実現するために、持株会社体制に移行することを決定し、
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代表取締役と新しい経営体制を決定しました。 

 

3.新経営体制（平成 21年 10月 1日予定） 

 

 ＜株式会社ベネッセホールディングス＞ 

 取締役会長    福武  總一郎 

代表取締役社長  福島 保 

代表取締役副社長 福原 賢一 

取締役副社長   内永 ゆか子 

取締役（社外）  橘・ﾌｸｼﾏ・咲江 

取締役（社外）  村上 輝康 

取締役（社外）  安達 保 

取締役（社外）  三谷 宏幸 

   常勤監査役    松本 芳範 

   常勤監査役    桜木 君枝 

監査役（社外）  和田 朝治 

監査役（社外）  髙橋 伸子 

 

 ＜株式会社ベネッセコーポレーション＞ 

 

代表取締役社長  福島 保 

取締役副社長   明田 英治 

取締役      岡田 大介 

監査役      松本 芳範 

   監査役      桜木 君枝 

監査役（社外）  和田 朝治 

 

4. 株式会社ベネッセホールディングス代表取締役の略歴 

 

福島
ふくしま

 保
たもつ

 株式会社ベネッセホールディングス 代表取締役社長  

       株式会社ベネッセコーポレーション 代表取締役社長 

 

生年月日 ： 昭和 28 年 2 月 23 日生 （56 歳）    

出身地   ： 岡山県 

最終学歴 ： 岡山大学法文学部第二部中退 

略歴   ：           

昭和46年 4月 

昭和58年 4月 

昭和63年 4月 

平成 3年 4月 

平成 5年 4月 

当社入社 

高校通信教育部統括責任者 

中学通信教育部統括責任者 

名古屋支社長 

人材開発事業部統括責任者 
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平成 9年 1月 

平成10年11月 

平成11年 4月 

平成12年 6月 

平成14年 4月 

 

平成14年 6月 

平成15年 4月 

平成16年 4月 

 

平成17年11月 

平成18年 6月 

平成19年 4月 

平成20年 1月 

事業開発室統括責任者 

ダイレクトマーケティング推進室統括責任者 

いきがい事業開発室統括責任者 

取締役経営革新本部長 

取締役経営企画室長兼コーポレートコミュニケーション

室・ベネッセラーニングセンター担当 

取締役経営企画本部長 

執行役員専務兼中・高教育カンパニープレジデント 

執行役員専務兼中・高教育カンパニープレジデント兼  

HQ マーケティング本部長 

執行役員専務兼 CMO 

取締役兼執行役員専務兼 CMO 

代表取締役社長兼 COO 兼教育事業カンパニー長 

代表取締役社長兼 COO（現職） 

     

福原
ふくはら

 賢一
けんいち

 株式会社ベネッセホールディングス代表取締役副社長  

生年月日 ： 昭和 26 年 4 月 19 日生 （58 歳） 

出身地   ： 岡山県 

最終学歴 ： 京都大学法学部卒業 （昭和 51 年 3 月 ） 

             国際経営学修士  （American Graduate School of International  

Management）（昭和 55 年 10 月） 

 略歴   ： 

昭和51年 4月 

昭和61年 4月 

 

平成 5年 6月 

平成 9年 6月 

平成12年 6月 

 

 

平成14年 4月 

 

平成15年 6月 

 

 

 

平成16年 4月 

 

平成16年 6月 

平成17年 6月 

平成18年 6月 

 

平成19年 4月 

平成19年 6月 

 

 

 

野村證券㈱入社 

ノムラ インターナショナル リミテッド ロンドン ヘッ

ド オブ エクイティ セールス 

野村證券㈱海外プロジェクト室長 

野村證券㈱機関投資家営業部長 

野村證券㈱金融研究所長兼投資調査部長兼野村リサー

チ・アンド・アドバイザリー㈱代表取締役社長 

野村證券㈱取締役グローバルリサーチ担当 

野村證券㈱取締役兼野村ヒューマンキャピタル・ソリュ

ーション㈱代表取締役社長 

野村證券㈱執行役兼野村ホールディングス㈱執行役兼野

村リサーチ・アンド・アドバイザリー㈱代表執行役社長

兼野村ヒューマンキャピタル・ソリューション㈱代表執

行役社長 

当社執行役員専務兼㈱ベネッセスタイルケア取締役副社

長 

執行役員専務兼㈱ベネッセスタイルケア代表取締役社長 

取締役兼㈱ベネッセスタイルケア代表取締役社長 

取締役兼執行役員専務兼㈱ベネッセスタイルケア代表取

締役社長 

代表取締役副会長兼CEO補佐 

代表取締役副会長兼CEO補佐兼ベルリッツ インターナ

ショナル インク チェアマン オブ ザ ボード アンド

CEO 
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平成20年 4月 

 

平成21年 1月 

代表取締役副会長兼 CEO 補佐兼㈱テレマーケティング 

ジャパン代表取締役会長兼社長  

代表取締役副会長兼 CEO 補佐兼㈱テレマーケティング 

ジャパン代表取締役会長 （現職） 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

株式会社ベネッセコーポレーション 広報・ＩＲ部（担当：坂本、濱野、西沢、十河） 

電話：042-356-0657  FAX：042-356-7301 


