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平成 29年 4月 3日 

各位 

会 社 名 チエル株式会社 

代表者名 代表取締役社長   川居 睦 

（証券コード 3933  東証 JASDAQ） 

問合せ先 執行役員 社長室長 山田 松男 

（TEL．03-6712-9721） 

 

組織改正および役員の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、下記のとおり組織改正および役員の異動について決議いたし

ましたのでお知らせいたします。 

なお、役員の選任につきましては 2017 年６月 28 日開催予定の定時株主総会の承認を経て正式に決定

する予定です。 

 

記 

 

１． 組織改正（2017年４月３日付） 

意思決定の迅速化と、部門間の連携を強化するため、以下の機構改革を行います。 

（１）東日本営業部、首都圏営業部および西日本営業部を統合、「営業部」に改称 

（２）製品技術、製品開発を一体的に運営するため、製品技術部と製品開発部を統合「技術部」に改称 

（３）子会社・関連会社管理を、社長室に集約 

 

２．役員の異動 

（１）異動の目的 

当社は、創業以来、代表取締役川居睦と取締役副社長森谷和浩による経営により昨年東京証券取引

所 JASDAQ市場に上場を果たすなど、順調に業容を拡大してまいりました。しかしながら、昨年 11月に

取締役副社長森谷和浩が急逝、副社長を空席としておりましたが、急速に変化する経営環境に対応し、

ビジネスチャンスを逃すことなく更なる成長を企図するため、取締役、執行役員による共同経営体制へ

移行するものです。 

 

（２）取締役の異動 

取締役の職務の変更（2017年４月３日付） 

新役職名  氏名 旧役職名 

取締役 田上 誠夫 取締役マネジメントサービス 
部長 

 

（３）執行役員の異動（2017年４月３日付） 

職務の変更 

新役職名  氏名 旧役職名 

執行役員マネジメントサービス
部長  
兼 沖縄チエル㈱取締役 

㈱東大英数理教室監査役 

若松 洋雄 執行役員マネジメントサービス
部長代理 
兼 沖縄チエル㈱取締役 

執行役員営業部長 米屋 大海 執行役員東日本営業部長 
兼 首都圏営業部長代理 
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執行役員社長室長 

兼 ㈱東大英数理教室取締役 

山田 松男 執行役員社長室長 

 

（４）取締役の異動（2017年６月 28日付） 

① 新任取締役候補者 

新役職名  氏名 旧役職名 

取締役 若松 洋雄 新任 

 

② 退任 

新役職名  氏名 旧役職名 

退任 田上 誠夫 取締役 

  ＊田上氏は取締役の任期満了に伴う退任となります。 

 

（５）2017年６月 28日付の経営体制 

役職名 氏名 担当または委嘱事項 

代表取締役社長 川居 睦 兼 沖縄チエル㈱代表取締役 

取締役 前田 喜和 技術部門担当 
技術部長 

取締役 若松 洋雄 管理部門担当 
マネジメントサービス部長 
兼 ㈱東大英数理教室監査役 

取締役（社外） 呉 明植  

監査役（常勤） 加藤 栄政  

監査役（非常勤） 小尾 茂  

監査役（非常勤） 本田 真吾  

執行役員 米屋 大海 営業部門担当 
営業部長 

執行役員 山田 松男 経営企画・広報 IR・内部監査 
リスク管理・関係会社担当 
社長室長 
兼 東大英数理教室㈱取締役 

 

３．子会社役員の異動 

（１）沖縄チエル株式会社の役員の異動（2017年６月 28日付） 

昨年７月、沖縄営業所を法人化し、子会社といたしましたが、当社代表取締役社長川居睦が、代表

取締役として営業基盤強化に取り組むと同時に、後進の育成にあたります。 

役職名 氏名  

代表取締役 川居 睦 新任 チエル㈱代表取締役社長 

取締役 北原 佳世子 現任 チエル㈱ 
   業務推進部長代理 

取締役 工藤 與大 新任 チエル㈱名古屋営業所長 

監査役 木村 聡 新任 チエル㈱ 
マネジメントサービス部 
リーダー 

 

退任 

役職名 氏名  

退任 又吉 功和 代表取締役 

退任 若松 洋雄 取締役 
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退任 加藤 栄政 監査役 

 

（２）株式会社東大英数理教室の役員の異動（2017年 4月 3日付） 

３月 17日付子会社化に関するお知らせで発表しておりますとおり、本日付、臨時株主総会で役員の

異動を決議しております。 

役職名 氏名  

代表取締役 小野 盛司 現任 

取締役 山田 松男 新任  
チエル㈱執行役員社長室長 

取締役 芦澤 雅樹 新任 
チエル㈱ 
技術部開発課主査 

監査役 若松 洋雄 新任 
チエル㈱執行役員 
マネジメントサービス部長 

顧問 小野 瑠美子 現 専務取締役 

顧問 村上 有弘 新任 
チエル㈱マーケティング部長 

 

 

４．その他 

（１）株式会社コラボレーションシステムとの技術交流 

３月 13日付資本業務提携のお知らせで発表しておりますとおり、両社が持つ技術交流をより迅速に

行うため、お互いに技術顧問を受け入れ更なるシナジーの追及を図ってまいります。 

役職名 氏名  

チエル㈱ 
顧問 

柏田 稔 新任 
㈱コラボレーションシステム 
代表取締役 

㈱コラボレーションシステム 
顧問 

前田 喜和 新任 
チエル㈱取締役 
技術部長 

 

資本業務提携の相手先の概要 

① 名称 株式会社コラボレーションシステム  

② 代表取締役 代表取締役 柏田 稔  

③ 所在地 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目19-14 ビーエスビル博多４Ｆ 

④ 設立年月 2006年１月 

⑤ 事業内容 「クラスビュー」「ロストガード」などの学校におけるシステム
運用・監視などのパッケージソフトの開発及び販売。  

⑥ 資本金 1,000万円 

⑦ 発行済株式総数 700株 

⑧ 大株主及び持分比率 柏田 稔 80％ 、チエル㈱ 20% 

⑨ 上場会社と当該会社の関係 資本関係 140株（所有割合 20％） 
人的関係 該当事項はありません。 
取引関係 該当事項はありません。 
関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

 

 

（２）ワンビ株式会社との資本業務提携 

３月 30日付資本業務提携のお知らせのとおり、ワンビ社の持つセキュリティ分野のノウハウを当社

製品に生かす形で協業を進めてまいります。 
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資本業務提携の相手先の概要 

① 名称 ワンビ株式会社 

② 代表取締役 代表取締役社長 加藤 貴 

③ 所在地 東京都渋谷区代々木 2-18-3 オーチュー第一ビル 2F 

④ 設立年月 2006年 5月 

⑤ 事業内容 コンピュータ及びインターネット用データ消去関連製品・サービ
スの開発・販売 

⑥ 資本金 6,700万円 

 

 

以上 
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（参考１）組織改正後の体制図 

 

 

  

第三営業課 名古屋営業所

第二営業課

技術部

広報PRグループ

製品企画グループ

営業部 第一営業課 第一営業所

第二営業所

MAグループ

札幌営業所

仙台営業所

株主総会 取締役会

監査役会

海外営業グループ

マーケティング部

コア技術グループ

開発課

品質保証課

ソリューション

グループ

SEグループ

第四営業課

福岡営業所

大阪営業所

第一ソリューション

グループ

第二ソリューション

グループ

社長室
沖縄チエル㈱

営業支援グループ

㈱東大英数理教室

プロダクト

ソリューション課

製品サポート課

CS推進課

業務支援課

教材開発グループ

業務推進部

マネジメントサービス部 経理・財務課

人事・総務課
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（参考２）新任役員 略歴 

 

新 役 職 名 取締役 マネジメントサービス部長 

氏 名 若松 洋雄 

出 身 地 東京都 

生 年 月 日 1976年 6月 29日生 

学 歴 慶應義塾大学 経済学部 1999年卒 

略 歴 2008年 9月  当社入社 

2012年 1月  マネジメントサービス課 課長 

2014年 1月  経理・財務課 課長 

2015年 10月  マネジメントサービス部 部長代理 

所 有 株 式 数 11,800株（2017年 3月末現在） 

 

 

以上 

 


