
                         

平成 27 年５月 13 日 

各位 

 
会 社 名 株 式 会 社 ア イ セ イ 薬 局

代 表 者 名 代表取締役社長 藤井 江美

証券コード 3170（東証ＪＡＳＤＡＱ）

問 合 せ 先 管理本部長   遠藤 義明
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役員人事に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしましたのでお知ら

せいたします。 

なお、本件は平成 27 年６月 22 日開催予定の当社定時株主総会ならびに株主総会後の取締役会

において正式に決定される予定です。 

 

記 

 

１．役員の選任について 

  平成 27 年３月期に係る定時株主総会終結の時をもって、現取締役７名及び現監査役３名が任

期満了となりますので、役員の選任につき、平成 27 年６月 22 日開催予定の当社定時株主総会

に付議いたします。 

 

２．役員候補者 

  平成 27 年６月 22 日開催予定の当社定時株主総会に付議され、同総会にて決議後、同日付で

就任の予定です。 

氏名 選任種別 役職 現役職 

藤井 江美 再任 取締役 現代表取締役社長 兼 人材本部本部長 

堀田 浩司 再任 取締役 現取締役 事業本部本部長 

遠藤 義明 新任 取締役 現管理本部本部長 兼 総務部部長 

山中 孝一 再任 社外取締役 現社外取締役 

森 隆男 新任 社外取締役 ― 

下田 一郎 新任 社外取締役 ― 

磯野 久司 再任 常勤監査役 現常勤監査役 （社外監査役） 

澤井 英久 新任 社外監査役 ― 

浅井 満 新任 社外監査役 ― 

   (注）役員候補者の略歴については、別紙をご参照ください。 

 

３．退任予定の役員 

  平成 27 年６月 22 日開催予定の当社定時株主総会終結後に退任の予定です。 

 

 



                         

氏名 現役職 

大迫 一生 取締役 マーケティング本部本部長 兼 コーポレート・マーケティング部部長

山口 隆 取締役 （社外取締役） 

池田 武彦 取締役 （社外取締役） 

今川 国明 取締役 （社外取締役） 

野呂 伸一郎 監査役 （社外監査役） 

 高山 丈二 監査役 （社外監査役） 

 

 

３．補欠監査役候補者 

平成 27 年６月 22 日開催予定の当社定時株主総会に付議され、同総会にて決議後、同日付で

就任の予定です。 

氏名 現役職 

村上 淳 東北・関東北支店係長 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

【別紙】 

【取締役候補者】 

ふりがな 

氏名 

（生年月日） 

略歴 

所有 

株式 

（株）

ふじい  えみ 

藤井 江美 

昭和 46 年 10 月４日 

平成６年３月 日本大学薬学部 卒業 

400 

平成６年４月 有限会社ふじい薬局 入社 

平成８年９月 山口薬局 入社 

平成９年８月 当社 入社 

平成21年３月 当社 内部監査室室長 就任 

平成23年３月 当社 執行役員 内部監査室室長 就任 

平成25年４月 当社 執行役員 企画推進本部 人材開発部部長 就任 

平成25年６月 
当社 取締役 執行役員 兼 企画推進本部 人材開発部部長 就

任 

平成25年７月 当社 取締役 人材本部本部長 兼 人材開発部部長 就任 

平成26年９月 当社 取締役 人材本部本部長 就任 

平成27年１月 当社 代表取締役副社長 兼 人材本部本部長 就任 

平成27年２月 当社 代表取締役社長 人材本部本部長 就任（現任） 

ほった  ひろし 

堀田 浩司 

昭和 39 年９月 30 日 

平成元年３月 静岡薬科大学大学院 薬学専攻科 修士課程修了 

― 

平成元年４月 万有製薬株式会社（現ＭＳＤ株式会社）入社 

平成５年２月 

 

アマシャムジャパン株式会社（現ＧＥヘルスケア・ジャパン株

式会社）入社 

平成12年７月 当社入社 

平成18年６月 当社 取締役 首都圏営業部部長 就任 

平成20年２月 当社 取締役 事業本部 首都圏営業部部長 就任 

平成20年５月 

 

当社 取締役 東日本事業本部 エム・ファーム事業部 部長

就任 

平成20年９月 有限会社あんしん薬局（現株式会社綜和） 入社 

平成21年11月 株式会社ジェネコ入社 常務取締役 就任 

平成23年３月 当社入社 事業本部 北関東支店支店長 就任 

平成24年２月 当社 事業本部 本部長 兼 関東北支店支店長 就任 

平成24年４月 

 

当社 執行役員 事業本部 本部長 兼 関東北支店  支店

長 就任 

平成24年７月 当社 執行役員 事業本部本部長 就任 

平成25年４月 

 

当社 執行役員 事業本部 本部長 兼 甲信越支店支店長

就任 

平成25年６月 

 

当社 取締役 執行役員 事業本部本部長 兼 甲信越支店

支店長 就任 

平成25年７月 当社 取締役 事業本部本部長 就任 

平成27年１月 
当社 取締役 事業本部本部長 兼 事業支援部部長 就任（現

任） 

 

 

 



                         

 

 

ふりがな 

氏名 

（生年月日） 

略歴 

所有 

株式 

（株） 

えんどう よしあき 

遠藤 義明 

昭和 30 年７月１日 

昭和54年３月 青山学院大学文学部 卒業 

100 

昭和55年４月 学校法人星野学園 星野女子高等学校 教諭 

昭和58年３月 青山学院大学大学院文学研究科修士課程 修了 

昭和59年４月 株式会社マス・ヨシモト 入社 

平成９年１月 株式会社ワコム 取締役 就任 

平成15年７月 同社 顧問 就任 

平成19年６月 株式会社日楽堂 代表取締役 就任 

平成26年４月 当社 顧問 就任 

平成26年５月 当社 管理本部情報システム部部長 就任 

平成26年７月 当社 管理本部副本部長 兼 情報システム部部長 就任 

平成26年８月 当社 管理本部本部長 兼 総務部部長 就任（現任） 

やまなか こういち 

山中 孝一 

昭和 23 年３月４日 

昭和46年４月 ＡＩＵ株式会社 入社 

36,500 

昭和50年４月 株式会社サンテイ 代表取締役 就任 

平成15年６月 

 

エーオンアフィニティジャパン株式会社 代表取締役社長

就任 

平成19年４月 株式会社メディカル・サーバント 代表取締役 就任（現任）

平成23年９月 株式会社トラスト・テック 監査役 就任（現任） 

平成24年12月 株式会社アソシア 監査役 就任（現任） 

平成26年６月 当社 取締役 就任（現任） 

もり たかお 

森 隆男 

昭和 33 年９月 25 日 

昭和56年３月 専修大学商学部 卒業 

― 

昭和56年４月 東興信用組合 入社 

昭和62年10月 監査法人中央会計事務所 入社 

平成12年２月 

 

 

トランスコスモス株式会社 入社 経理財務本部部長 就任 

同社 経理財務本部副本部長 就任 

同社 海外事業本部副本部長 就任 

平成13年７月 公認会計士 森 隆男事務所 開設（現任） 

平成15年５月 税理士登録 

平成25年９月 青南監査法人 社員 就任（現任） 

しもだ いちろう 

下田 一郎 

昭和 47 年９月 18 日 

平成10年３月 早稲田大学法学部 卒業 

― 

平成16年４月 司法研修所 入所 

平成17年10月 

 

第一東京弁護士会 登録 

長谷川俊明法律事務所 勤務 

平成23年４月 松井・下田法律事務所（現下田総合法律事務所）開設（現任）

 

 

 

 

 



                         

【監査役候補者】 

ふりがな 

氏名 

（生年月日） 

略歴 

所有 

株式 

（株） 

いその ひさし 

磯野 久司 

昭和 17 年８月 13 日 

昭和36年４月 日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社） 入社 

― 

平成４年６月 同社 取締役 部店企画部長 就任 

平成７年３月 同社 常務取締役 就任 

平成９年２月 同社 専務取締役 就任 

平成10年６月 日興ビルディング株式会社 取締役社長 就任 

平成11年10月 

 

興栄企業株式会社 取締役社長 就任 

日興クレジット株式会社 取締役 就任 

平成12年６月 日興信託銀行株式会社 監査役 就任 

平成13年１月 日本グローバル証券株式会社 取締役社長 就任 

平成15年６月 

 

株式会社日興コーディアルグループ（現ＳＭＢＣ日興証券株

式会社嘱託（顧問）） 就任 

平成25年６月 当社 常勤監査役 就任（現任） 

さわい ひでひさ 

澤井 英久 

昭和 23 年７月 23 日 

昭和48年３月 一橋大学法学部 卒業 

― 

昭和48年４月 司法研修所 入所 

昭和50年４月 第二東京弁護士会 登録 

平成11年４月 第二東京弁護士会 副会長 就任 

平成14年10月 新四谷法律事務所設立、代表 就任（現任） 

平成17年４月 日本弁護士連合会 常務理事 就任 

平成23年４月 

 

日本弁護士連合会 副会長 就任 

第二東京弁護士会 会長 就任 

あさい みつる 

浅井 満 

昭和 26 年７月 14 日 

昭和51年３月 中央大学大学院修士課程商学部 終了 

― 

昭和51年４月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所 入所 

昭和60年９月 港監査法人に転籍 

昭和63年３月 同監査法人社員 就任 

平成２年１月 センチュリー監査法人と合併 

平成３年２月 同監査法人 代表社員 就任 

平成７年９月 

 

 

ＫＰＭＧコンサルティング株式会社の設立により 

同社 代表取締役社長 就任（後にＫＰＭＧビジネスアシュ

アランス株式会社へ社名変更） 

平成12年１月 

 

太田昭和監査法人と合併、監査法人太田昭和センチュリー

（現 新日本監査法人）代表社員 就任 

平成15年７月 あずさ監査法人 入所、同監査法人 代表社員 就任 

平成16年１月 朝日監査法人と合併（現あずさ監査法人） 

平成18年４月 ＫＰＭＧビジネスアシュアランス株式会社に転籍 

平成21年６月 同社 代表取締役社長 退任 

平成21年７月 あずさ監査法人に転籍  同 監査法人代表社員 就任 

平成22年７月 

 

有限責任化による社員制度変更に伴い、社員からパートナー

へ呼称変更 

平成26年７月 浅井満公認会計事務所、代表 就任（現任） 



                         

【補欠監査役候補者】 

ふりがな 

氏名 

（生年月日） 

略歴 

所有 

株式 

（株） 

むらかみ あつし 

村上 淳 

昭和 34 年４月７日 

昭和60年３月 明治薬科大学 製薬学科 卒業 

― 

昭和60年４月 株式会社ＯＴＫ 入社 

平成８年11月 株式会社埼玉調剤 入社 

平成10年４月 当社入社 

平成20年２月 当社首都圏営業部 課長 

平成24年11月 オレンジ薬局 店長 

平成25年７月 東北・関東北支店 係長 

平成27年６月 当社 顧問 ※ 

※平成 27 年６月の就任に関しては予定です。 

 

 


