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代表取締役および役員の異動に関するお知らせ 

 

 
当社は、本日開催の取締役会において、平成 21 年９月 29 日開催予定の臨時株主総会に付議する

役員の異動を決定し、これに伴い代表取締役の異動を内定いたしましたので、下記のとおりお知ら

せいたします。なお、代表取締役の異動につきましては、本臨時株主総会後に開催予定の当社取締

役会において正式に決定する予定です。 

 

記 

 

１．代表取締役の異動 

 

 （１）異動の理由 

 

    当社グループの再生にあたり、新たな経営体制の整備が必要であるため。 

 

 （２）就任予定日 

 

    平成 21 年９月 30 日（水） 

 

 （３）新旧代表取締役の氏名および役職名 

 

（新任） 氏   名 ： 東  明浩 

 新・役職名 ： 代表取締役会長 

   

 氏   名 ： 中西  毅 

 新・役職名 ： 代表取締役社長 

   

（退任） 氏   名 ： 福山 義人 

 旧・役職名 ： 代表取締役社長 

 

 

 

1 



2 

 （４）新任代表取締役の略歴 

氏   名 東  明浩 （あずま あきひろ） 

生 年 月 日 昭和 36 年９月 23 日（47 歳） 

出 身 地 石川県 

所有する当社株式 0株 

略   歴 昭和 61 年４月

平成 12 年１月

平成 14 年２月

 

平成 14 年２月

平成 16 年９月

平成 17 年３月

 

平成 18 年５月

平成 18 年６月

平成 18 年６月

平成20年10月

平成 21 年４月

平成 21 年６月

㈱リクルート入社 

ウィット・キャピタル証券㈱ 入社 

アントファクトリージャパン㈱（現 アント・キャピタル・

パートナーズ㈱）入社 

エーエフジェー・パートナーズ証券㈱ 代表取締役 

チェッカーモータース㈱ 代表取締役 

アント・コーポレートアドバイザリー㈱（現 ＡＣＡ㈱）

代表取締役社長（現在） 

アントケアホールディングス㈱ 代表取締役社長（現在） 

㈱本間ゴルフ 代表取締役社長 

日興アントファクトリー㈱ 取締役専務執行役員 

㈱アルテディア 取締役（現在) 

㈱ウィーヴ 取締役（現在） 

㈱メディスコーポレーション 代表取締役社長（現在） 

（他の法人等の代表状況） 

アントケアホールディングス㈱ 代表取締役社長 

ＡＣＡ㈱ 代表取締役社長 

㈱メディスコーポレーション 代表取締役社長 

 

氏   名 中西  毅 （なかにし たけし） 

生 年 月 日 昭和 31 年９月 13 日（52 歳） 

出 身 地 滋賀県 

所有する当社株式 4,132 株 

略   歴 昭和 54 年４月

平成 14 年６月

平成 15 年６月

平成 16 年４月

平成 18 年４月

平成 19 年４月

 

平成 20 年４月

平成 21 年３月

平成 21 年３月

平成 21 年３月

当社入社 

当社取締役ネットサービス事業本部長 

当社執行役員ネットサービス事業本部長 

当社常務執行役員ＩＴＯ開発本部長 

㈱ＣＳＫシステムズ 常務執行役員 中部グループ統括担当 

ＣＳＫシステムズ中部設立準備㈱（現 ㈱ＣＳＫシステムズ

中部）代表取締役社長 

㈱ＣＳＫシステムズ 常務執行役員 

同社代表取締役社長（現在） 

希世軟件系統（上海）有限公司董事長（現在） 

当社執行役員（現在） 

（他の法人等の代表状況） 

㈱ＣＳＫシステムズ 代表取締役社長 

希世軟件系統（上海）有限公司董事長 
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２．役員の異動 

 （１）新任取締役候補者（平成 21 年９月 30 日付就任予定） 

代表取締役会長 東  明浩 （現 ＡＣＡ㈱ 代表取締役社長） 

代表取締役社長 中西  毅 （現 当社執行役員 兼 ㈱ＣＳＫシステムズ 代表取締役社長） 

取締役 熊崎 龍安 （現 当社常務執行役員） 

取締役 堀江 聡寧 （現 ＡＣＡ㈱ マネージング・パートナー） 

取締役 山崎 弘之 （現 住友商事㈱ メディア・ライフスタイル総括部 参事） 

取締役 近藤 勝重 （現 日本ＣＦＯ協会 副理事長 兼 ㈱ＮＳＩ 取締役 

    兼 日本天然素材㈱ 監査役 兼 三和デンタル㈱ 監査役 

    兼 ㈱テンポスバスターズ 取締役） 

 

 （２）退任予定取締役（平成 21 年９月 30 日付退任予定） 

代表取締役社長 福山 義人  

取締役副社長 鈴木 孝博  

取締役 広瀬 省三  

取締役 奥島 孝康  

取締役 和気 洋子  

 

 （３）新任監査役候補者（平成 21 年９月 30 日付就任予定） 

常勤監査役 播磨 昭彦 （現 当社監査室長） 

監査役 石川 岩雄 （現 ＡＣＡ㈱ 監査役） 

監査役 下二井 政信 （現 信田缶詰㈱ 顧問） 

 

 （４）退任予定監査役（平成 21 年９月 30 日付退任予定） 

常勤監査役 東  敬司  

監査役 峯岸 芳幸  

監査役 田中 克郎  

 

３．平成 21 年 9 月 30 日以降の当社経営体制について 

  

代表取締役会長 東  明浩  

代表取締役社長 中西  毅  

取締役 熊崎 龍安  

取締役 堀江 聡寧  

取締役 山崎 弘之 * 

取締役 近藤 勝重 * 

   

常勤監査役 播磨 昭彦  

監査役 石川 岩雄 ** 

監査役 下二井 政信 ** 

                                             * ：社外取締役 

                                         **：社外監査役 

以上 


