
 

 
 

平成 22 年 5 月 20 日 
 
会 社 名：株式会社エージーピー 
代表者名：代表取締役社長 広池君夫 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード９３７７) 
問合せ先：取締役 前山俊策 
電話番号：０３－３７４７－１６３１ 

各  位 

http://www.agpgroup.co.jp/ 
 

 
代表者の異動および決算発表資料の追加（役員等の異動）に関するお知らせ 

 
当社は、平成 22 年 5 月 20 日開催の取締役会において、下記のとおり、代表者の異動について決

議いたしましたのでお知らせ致します。 
 

記 
 
１．代表者の異動 

新役職名 氏 名 旧役職名 

代表取締役社長 すぎもと   まなぶ 
杉 本    学 常務取締役 

退任 ひろいけ  きみお 
広 池  君 夫 代表取締役社長 

 
（1）異動の理由 

事業環境の変化に対応するため、経営トップの交代を行なうものです。 
諸課題への対応を遺漏なく行なうべく、現在の社長代行 1 位者を登用いたします。 
 

（2）新代表者の略歴 
氏 名 ： 杉本 学 
出 身 地 ： 広島県 
生 年 月 日 ： 昭和 25 年１月 23 日 
最 終 学 歴 

昭和４８年３月 一橋大学商学部 卒業 
主 な 略 歴 

昭和４８年４月 三菱商事（株） 入社 
昭和５７年２月 同社 ジャカルタ駐在事務所 
平成 ６年４月 同社 都市開発部 海外開発建設チーム リーダー 
平成１１年１月 同社 国際開発建設部長 
平成１３年４月 同社 環境・開発プロジェクト本部 海外建設ユニット 

マネージャー（兼）海外不動産ユニットマネージャー 
平成１５年７月 同社 機械グループＣＥＯオフィス 

経済協力ユニットマネージャー 
平成２１年４月 当社 顧問 
平成２１年６月 当社 常務取締役 社長補佐、フードカート事業総括、 

新規事業担当（現任） 
所有株式数：3000 株 

 
（3）異動予定日 

平成 22 年 6 月 17 日開催予定の第 45 回定時株主総会、その後の取締役会において正式に
決定される予定です。 



 

 
２．役員の異動について 
（1）役員の異動 

 
① 代表者の異動（上記１．項で開示しております。） 

 
1）新任 

（ｽｷﾞﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ） 
代表取締役社長 杉本  学   （現 常務取締役） 
 

2）退任 
（ﾋﾛｲｹ ｷﾐｵ） 
 広池 君夫   （現 代表取締役社長） 

 
② その他の役員等の異動 

 
1）新任取締役候補 
 

（ﾔﾏﾅｼ   ｱｷﾗ) 
山梨  明 （現 株式会社ＪＡＬエンジニアリング 人財開発部長） 

（第 45 回定時株主総会にて取締役選任後、その後の取締役会において常
務取締役に就任予定) 

 
（ｵｵｼﾏ  ﾋﾃﾞｵ） 
大島 秀夫 （現 全日本空輸株式会社 グループ事業推進室付 主席部員） 

（第 45 回定時株主総会にて取締役選任後、その後の取締役会において常
務取締役に就任予定) 

 
（ﾅｶﾑﾗ  ﾀｶﾋﾛ) 
中村 高広 （現 執行役員） 

（第 45 回定時株主総会にて取締役選任後、就任予定） 
 
 

（ﾀﾅｶ  ｶｽﾞﾕｷ) 
田中 和之 （現 株式会社日本航空インターナショナル フランクフルト支店長） 

（第 45 回定時株主総会にて取締役選任後、就任予定） 
 

2）新任監査役候補 
 
（ｶﾈｺ    ｼﾝﾔ) 

金子 晋也 （現 総務部長） 
（第 45 回定時株主総会にて監査役選任後、常勤監査役に就任予定） 
 

（ｻｲﾄｳ   ﾀｶｼ) 
齋藤  隆 （現 株式会社日本航空インターナショナル 執行役員） 

（第 45 回定時株主総会にて監査役選任後、就任予定） 
※ 齋藤隆氏は、社外監査役候補者であります。 

 
3）退任予定取締役 

 
（ﾋﾛｲｹ ｷﾐｵ） 
広池 君夫 （現 代表取締役社長） 

 
（ﾖｼﾉ   ｼｹﾞｵ) 
吉野 重夫 （現 常務取締役） 

 
（ｱﾝﾄﾞｳ  ﾄｵﾙ) 
安藤  徹 （現 常務取締役） 

 
（ﾏｴﾔﾏ ｼｭﾝｻｸ) 
前山 俊策 （現 取締役） 

 
4） 退任予定監査役 

 
（ﾔﾊﾀ  ﾋﾛｶｽﾞ) 
八幡 博一 （現 常勤監査役） 

 
                                        以 上 



 

 
 

新役員一覧
（平成 22 年６月 17 日開催予定の第 45 回定時株主総会後の役員体制） 

 
 

 
代表取締役社長 杉本  学 （昇任） 

常務取締役 山梨  明 （新任） 

常務取締役 大島 秀夫 （新任） 

常務取締役 福田  朗 （昇任） 

常務取締役 平林 安夫 （昇任） 

取締役 小林 正樹 （重任） 

取締役 中村 高広 （新任） 

取締役 田中 和之 （新任） 

 

常勤監査役 金子 晋也 （新任） 

監査役 宍戸 昌憲 （現任） 

監査役 河野 通秀 （現任） 

監査役 齋藤  隆 （新任） 

   

執行役員 松浦 秀樹 （現任） 

以  上
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