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平成 28年３月 24日 

各 位 

 

 

 

 

 

代表取締役の異動(社長交代)及び取締役人事に関するお知らせ 

 

当社は、平成 28 年 3 月 24 日開催の取締役会において、社長交代を含む代表取締役の異動と、取

締役人事を下記のとおり内定し、平成 28 年 6 月開催予定の第 24 期定時株主総会において承認を求

める予定です。 

代表取締役、役付取締役については、定時株主総会後に開催される取締役会の決議を経て正式に

決定される予定です。 

 

記 

 

１．代表取締役の異動 

（1）異動の理由 

当社は、平成４年の設立以来、医薬分業の進展とともに、調剤事業を主力事業として、新規

出店、Ｍ＆Ａを推進し、事業規模を拡大し、安定した医療の提供に努めてまいりました。 

   今後、保険薬局業界の環境変化に対応し、更なる企業価値の向上と、当社グループの持続的

な成長発展に向け、経営体制の強化を図るため社長を交代することといたしました。なお、現

社長の中村勝は、代表取締役会長ＣＥＯに就任する予定です。 

 

（2）異動の内容 

氏 名 新役職 現役職 

中村  勝 代表取締役会長ＣＥＯ 代表取締役社長 

中村  敬 代表取締役社長ＣＯＯ 代表取締役副社長 

髙田 龍三 専務取締役 代表取締役専務 

岩田 明達 相談役 代表取締役会長 

 

（3）就任予定日 

平成 28 年６月予定の第 24期定時株主総会開催日 

 

（4）新任代表取締役社長の略歴 

氏  名 

（生年月日） 
略 歴 所有株式数 

中 村
なかむら

 敬
たかし

 

(昭和 45年 1月 19日生) 

平成 ４年 ４月 第一製薬㈱(現第一三共㈱)入社 

平成 13年 10月  当社入社 

平成 15年 ６月 取締役就任 社長室長 

平成 16年 10月 開発本部長 

平成 17年 ６月 常務取締役就任 

平成 19年 ６月 代表取締役副社長就任(現任) 

1,625,000 株 

  (注)所有株式数は直近の株主名簿(平成 27年 9月 30日付)によるものです。 

 

 

 

会 社 名 ク オ ー ル 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役社長         中村    勝 

(コード番号 3034  東証第一部） 

問い合わせ先 執行役員 管理本部副本部長  緒方 伸一 
Ｔ Ｅ Ｌ 03-6430-9060 
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２．取締役の人事 

（1）取締役候補者 12名 

  （ ）内は現職名 

中村  勝  ［再任］ （代表取締役社長） 

中村  敬  ［再任］ （代表取締役副社長） 

髙田 龍三   [再任]  （代表取締役専務） 

荒木  進  ［再任］ （専務取締役） 

岡村 章二  ［再任］ （専務取締役 薬剤師） 

福滿 清伸  ［再任］ （常務取締役） 

井村 光雄   [再任]  （取締役 開発本部長） 

恩地 ゆかり  [再任]  （取締役 薬局支援本部長 薬剤師） 

網岡 克雄  ［再任]  （金城学院大学薬学部教授 薬剤師） 

窪木 登志子 ［再任］ （窪木法律事務所所長 弁護士） 

荒木  勲  [新任]  （上席執行役員 東日本支社長 薬剤師） 

久川 秀樹  [新任]  （上席執行役員 西日本支社長 薬剤師） 

※網岡克雄氏及び窪木登志子氏は、社外取締役候補者です。 

  

（2）退任予定取締役（任期満了） 

   代表取締役会長     岩田 明達 

   退任する岩田明達氏は、新たに相談役に就任します。 

    

【参考】新取締役体制（平成 28年６月予定） 

   代表取締役会長ＣＥＯ 中村  勝 

   代表取締役社長ＣＯＯ   中村  敬 

   専務取締役        髙田 龍三 

   専務取締役        荒木  進 

   専務取締役        岡村 章二 

   常務取締役        福滿 清伸 

   常務取締役        井村 光雄  [昇任] 

   取締役          恩地 ゆかり 

   取締役          荒木  勲  [新任] 

   取締役          久川 秀樹  [新任] 

   取締役［社外取締役］   網岡 克雄   

取締役［社外取締役］   窪木 登志子  

 

 
以 上 
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クオール株式会社 
 

新任取締役候補者略歴 

(注)所有株式数は直近の株主名簿(平成 27年 9月 30日付)によるものです。 
以上 

 
 
 
 

氏  名 
（生年月日） 

略 歴 所有株式数 

荒木
あらき

 勲
いさお

 

（昭和 41年 11月 15日） 

平成 ４年４月 

平成 ４年６月 

平成 ８年２月 

平成 14 年４月 

平成 16 年４月 

平成 23 年４月 

 

平成 25 年４月 

平成 26 年４月 

平成 26 年５月 

平成 27 年４月 

赤井薬局入社 

薬剤師名簿登録 

当社入社 

埼玉支店長 

執行役員就任 東京第二支店長 

上席執行役員就任(現任) 薬局事業本部長 

兼 薬局事業本部 NCC事業部長 

鈴久薬品㈱ 代表取締役社長就任 

当社上席執行役員 薬局支援第一本部長 

たちばな薬局㈱ 代表取締役社長就任(現任) 

当社東日本支社長(現任) 

16,000株 

久 川
ひさかわ

 秀樹
ひでき

 

（昭和 40年 2月 25日） 

昭和 62年４月 

昭和 62年６月 

平成 18年４月 

平成 19年４月 

平成 20年７月 

平成 21年４月 

平成 23年４月 

平成 24年４月 

 

平成 26年７月 

平成 27年４月 

住吉診療所入職 

薬剤師名簿登録 

当社入社 関西支店長 

執行役員就任 

㈱イムノファーマシー大阪 代表取締役社長就任 

当社薬局事業本部近畿事業部長 

テイオーファーマシー㈱ 代表取締役社長就任 

当社上席執行役員就任(現任)  

西日本薬局事業本部長 

本町調剤薬局㈱ 代表取締役社長就任 

当社西日本支社長(現任) 

4,800株 


