
 

平成 24年 4月 20日 

各      位 

会 社 名 株式会社ゲートウェイ 

代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 三木隆一 

（JASDAQ コード 7708） 

問 合 せ 先 執行役員 社長室長 深井憲晃 

（TEL 03-5425-7421） 

 

商号変更に伴う定款の一部変更及び人事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 24 年 5 月 18 日開催予定の臨時株主総会にて

付議いたします、商号変更に伴う定款の一部変更、役員の選任に関する議案につき、下記のとお

り決議いたしましたので、お知らせいたします。 

記 

 

1.定款一部変更 

①変更の理由  
 商号につきましては、当社がホールディングカンパニーとしてふさわしい社名に変更
いたしたいと存じます。 

   ②変更箇所 

                       (下線は変更部分)     

現行定款 変更案 

第1章  総   則 第1章  総   則 

（商号） （商号） 
第 1 条  当会社は､株式会社ゲートウェイと称し､

英文では GATEWAY CORPORATION
と表示する｡ 

第37条～第40条 

（条文省略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

第 1 条  当会社は､株式会社ゲートウェイホー
ルディングスと称し､英文では
GATEWAY HOLDINGS  INC と表
示する｡ 

第37条～第40条 
（現行どおり） 

 

附則 

第1条  第1条の変更は、平成24年6月1日をもっ

て効力が生じるものとする。なお、本附

則は平成24年6月1日をもって削除する

ものとする。 

  ③新商号変更日 平成 24年 6月 1日 

  ④平成 24 年 5 月 18 日開催予定の臨時株主総会における定款の変更（商号の変更）の承認



が条件になります。 

 

2.人事異動 

①人事 

氏名 新役職 旧役職 

深井 憲晃 取締役 執行役員 

高森 浩一 社外取締役 ― 

佐藤 均 社外取締役 ― 

馬場 弘人 社外監査役（常勤） 仮監査役 

藤澤 鈴雄 社外監査役 ― 

高窪 貞文 社外監査役 ― 

 

※上記 6名は、平成 24年 5月 18日開催予定の当社臨時株主総会における承認可決を経て正

式に就任する予定であります。 

 

②異動の理由 

   取締役福地英、監査役四宮隆史及び監査役福桝志俊より辞任する旨の申し出があり、また仮監

査役馬場弘人の任期満了に伴い、経営体制を強化するために、取締役 3名及び監査役 3名を選

任するものであります。 

 

③退任取締役 

 平成 24年 5月 18日に開催予定の当社臨時株主総会の終結の時をもって退任いたします。 

氏名 現在の役職 

福地 英 取締役 

 

④退任監査役 

 平成 24年 5月 18日に開催予定の当社臨時株主総会の終結の時をもって退任いたします。 

氏名 現在の役職 

四宮 隆史 社外監査役 

福桝 志俊 監査役 

 

⑤新任取締役候補者の略歴 

氏     名 

(生 年 月 日) 
略    歴 

深井 憲晃 
(昭和45年2月6日生) 

平成 2年 4月 協立証券株式会社（現エイチ・エス証券株式会社）
入社 

平成 14年 9月 同社本社営業部 課長 



平成 14年 9月 同社新宿支店長 

平成 17年 2月 同社日本橋支店長 

平成 20年 1月 ソニー生命株式会社 入社 

平成 23年 2月 当社 入社 

平成 23年 3月 株式会社 ABCOM（現株式会社 GW ソリューション）  
代表取締役就任（現任） 

平成 23年 9月 株式会社 GWインベストメント取締役就任 

平成 23年 9月 当社執行役員社長室長就任（現任） 

平成 24年 4月 株式会社 GWインベストメント代表取締役就任（現任） 

高森 浩一 
(昭和22年2月20日生) 

昭和45年4月 シャープ株式会社 入社 

平成12年6月 同社情報通信第二営業本部 本部長就任 

平成13年1月 同社国内情報通信営業本部 本部長就任 

平成17年6月 同社取締役就任 国内情報通信営業本部 本部長 

平成19年4月 
同社常務取締役就任 国内情報通信営業本部 本
部長 

平成20年4月 
同社常務執行役員就任 国内情報通信営業本部 
本部長 

平成21年4月 同社顧問就任（現任） 

平成22年6月 高森事業戦略研究所 代表就任(現任) 

佐藤 均 
(昭和34年10月9日生) 

昭和61年4月 金沢大学薬学部（製剤学教室）･助手 

平成3年7月 富山医科薬科大学附属病院薬剤部･助手 

平成9年7月 
東京大学医学部･助教授（東京大学医学部附属病院･
副薬剤部長 兼任） 

平成12年3月 昭和大学薬学部･教授（薬物動態学教室）（現任） 
 

 

⑥新任監査役候補者の略歴 

氏     名 

(生 年 月 日) 
略    歴 

馬場 弘人 
(昭和21年8月13日生) 

昭和45年4月 
株式会社日本航空 入社 
以後、ドイツハンブルク、デュッセルドルフ、東京、鹿
児島、福岡に赴任 

平成11年4月 株式会社JALカード出向 同社常務取締役就任 

平成13年３月 
株式会社日本航空ホノルル支店支店長就任、以後、
株式会社JALプランニング及JALホテルズなどへ転籍 

平成19年９月 
NPOハワイシニアライフ協会日本支部代表就任（現
任） 

平成22年９月 当社常勤監査役就任 

平成23年９月 当社常勤監査役辞任 

平成23年11月 当社仮監査役就任 

藤澤 鈴雄  
(昭和24年2月20日生)  

昭和47年4月 東京国税局 入局 

平成9年7月 税務大学研究部教授 

平成15年7月 東京都国税局調査第一部国際調査課長 

平成17年7月 東京国税局調査第三部調査統括課長 

平成18年7月 東京国税局調査第一部国際監理官 

平成20年8月 藤澤鈴雄税理士事務所 設立 

高窪 貞文  
(昭和30年10月23日生) 

昭和55年4月 シャープ株式会社 入社 

昭和60年10月 パリバ駐日事務所（現BNPパリバ証券会社）入社 

昭和62年12月 クレディリヨネ証券会社 入社 

平成元年2月 キダーピーボディ証券会社 入社 

平成元年7月 
シティコープスクリムジャビィッカーズ証券会社 
入社 



平成3年1月 シティバンク 入社 

平成6年4月 BT(バンカース・トラスト)アジア証券会社 入社 

平成8年7月 フランス・インドスエズ銀行 入社 

平成9年4月 日本経済開発株式会社 取締役就任 

平成11年9月 ジェット証券株式会社（現マネックス証券株式会
社）取締役就任 

平成14年2月 エーアイピー証券（現商号AIP証券）株式会社  
代表取締役就任 

平成17年2月 有限会社インサイト 代表取締役（現任） 

平成20年5月 株式会社ベルシステム24 常勤監査役就任 

平成23年9月 AIP証券株式会社 取締役就任(現任) 

 

以上 


