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平成 27 年２月 13 日 

各   位 

 
会 社 名 株 式 会 社 リ ブ セ ン ス 
代表者名 代表取締役社長 村 上  太 一 

（コード番号 6054 東証一部） 
問合せ先 経営企画部長 中 里  基 

TEL. 03-6275-3330 

 

 
新役員体制に関するお知らせ 

 
 
当社は、平成27年２月13日開催の取締役会において、平成27年３月26日開催予定の第９回

定時株主総会に付議する役員候補者を決定いたしました。これらの候補者について、株主総
会によるご承認をいただいた場合、当社の新役員体制は、総会後の取締役会を経て、下記と
なる予定です。 
 
 

記 
 
 
新役員体制 

役職 氏名 担当職務 
代表取締役社長（重任） 村上 太一 新規事業本部長 兼 経営企画部所管 
取締役（重任） 桂  大介 創造開発部長 兼 触媒部※１所管 
取締役（重任） 柴崎 友哉 Livesense America 代表 
取締役（重任） 中島 真 基盤事業本部※２長 
社外取締役（重任） 本田 浩之  
常勤監査役（重任） 江原 準一  
社外監査役（重任） 尾崎 充 公認会計士 
社外監査役（新任） 吉澤 尚 弁護士 

 
※１：総務・人事労務・法務部門 
※２：アルバイト事業部、キャリア事業部、door 賃貸ユニット等 

 
 
取締役候補者略歴 

氏名・生年月日 略歴 
村上 太一 
（昭和61年10月 27日） 

平成 18 年２月  当社設立 代表取締役社長（現任） 

桂  大介 
（昭和 60 年６月 23 日） 

平成 18 年２月  当社設立 取締役（現任） 
平成 22 年５月 当社 ディベロップメント本部長 
平成 24 年 11 月 当社 事業推進部長 
平成 25 年９月 当社 住宅事業部長 
平成 26 年１月 当社 デジタルマーケティング部長 
平成 26 年４月 当社 触媒部長 
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平成 26 年７月 当社 マーケティング室長 
平成 26 年 11 月 当社 CTO 室長 
平成 27 年１月 当社 創造開発部長（現任） 

柴崎 友哉 
（昭和61年11月 30日） 

平成 19 年２月  当社入社 
平成 22 年５月 当社 HR 事業本部長 
平成 24 年 11 月 当社 HR 事業部長 
平成 26 年３月 当社 取締役（現任） 
平成 26 年８月 Livesense America 代表取締役（現任） 

中島 真 
（昭和 54 年５月９日） 

平成 14 年４月  PwC コンサルティング(株)（現日本 IBM(株)）
入社 

平成 17 年９月 アクセンチュア(株)入社 
平成 21 年５月 (株)ディー・エヌ・エー入社 
平成 25 年４月 当社入社 
平成 25 年７月 当社 社長室長 
平成 25 年８月 当社 企業価値構想部長 
平成 26 年１月 当社 経営企画部長 兼 人事部長 
平成 26 年３月 当社 取締役（現任） 
平成 27 年１月 当社 基盤事業本部長（現任） 

本田 浩之 
（昭和35年10月 30日） 

昭和 59 年４月  (株)リクルート（現(株)リクルートホールデ
ィングス）入社 

平成 12 年４月 同社 執行役員次世代事業開発担当 
平成 17 年４月 同社 取締役兼常務執行役員 
        51 job,Inc.Director 
平成 20 年４月 同社 取締役兼専務執行役員 
平成 24 年６月 同社 顧問 
平成 25 年４月 (株)オルトプラス 顧問 
平成 25 年７月 同社 取締役（現任） 
        (株)ジーニー 取締役 
平成 26 年３月 当社 取締役 
平成 26 年 10 月 (株)ダブルスタンダード 取締役（現任） 

 
 
監査役候補者略歴 

氏名・生年月日 略歴 
江原 準一 
（昭和 40 年６月１日） 

昭和 60 年４月  (株)あさくま入社 
平成３年３月   谷古宇公認会計士事務所入所  
平成６年９月   (株)永井興商入社  
平成９年３月   (株)カブキ印刷入社  
平成 18 年２月  (株)サンフィニティー入社  
平成 20 年９月  当社入社  
平成 22 年５月  当社 常勤監査役（現任）  
平成 25 年９月  (株)クラウドワークス 監査役（現任） 

尾崎 充 
（昭和 39 年９月 29 日） 

平成元年 10 月  KPMG ピートマーウィック港監査法人（現有
限責任 あずさ監査法人）入社   

平成５年９月   公認会計士登録  
平成５年 10 月  中島公認会計士税理士事務所入所  
平成 10 年４月  尾崎公認会計士税理士事務所設立 所長  
               協立監査法人入社  
平成 16 年７月  (株)キタセツ 監査役（現任）  
平成 20 年 7 月  アクティベートジャパン税理士法人 代表社

員（現任）  
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平成 20 年９月  (株)イメージ・マジック 監査役（現任）  
平成 21 年７月  当社 監査役（現任）  
平成 21 年９月  (株)コスパクリエーション 監査役（現任） 

吉澤 尚（注） 
（昭和 50 年５月 16 日） 

平成 14 年 10 月 あさひ狛法律事務所（現：西村あさひ法律事
務所）入所    

平成 14 年 10 月 弁護士登録  
平成 23 年２月  弁理士登録  
平成 24 年６月 公認不正検査士登録 
平成 24 年７月  弁護士法人漆間総合法律事務所設立（現任）  
平成 25 年６月  (株)エスクリ 監査役（現任）  
               (株)ジーニー 監査役（現任） 

 
（注） 
吉澤 尚氏は、新任社外監査役候補者であります。当社は、同氏が有する弁護士としての専門知識と経
験を当社監査に活かしていただく目的で、社外監査役として選任をお願いするものであります。 
同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役
員として届け出る予定であります。 
当社は、同氏が社外監査役に選任された場合、同氏との間で、会社法第 423 条第１項の損害賠償責任を
限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、予め定め
る金額または法令が定める額のいずれか高い額を限度といたします。 

 
 
補欠監査役候補者略歴 

氏名・生年月日 略歴 
片山 典之 
（昭和39年10月28日） 

平成２年４月  弁護士登録 
長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松
法律事務所）入所 

平成８年８月  米国ニューヨーク州弁護士登録 
平成８年 10 月 東京シティ法律税務事務所入所 
平成 15 年２月  シティユーワ法律事務所入所 
平成 16 年 10 月 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 

監査役（現任） 
平成 25 年６月  ＳＩＡ不動産投資法人 監督役員（現任） 
平成 26 年６月 日産化学工業（株） 監査役（現任） 
平成 27 年１月 当社 監査役（現任） 

 
 

以 上 
 


