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平成29年５月10日 

各 位 

 

 

 

 

 

 

 

役員の異動に関するお知らせ 

 

 

 当社は、平成29年５月10日開催の取締役会において、平成29年６月21日開催予定の当社第20回定時株主

総会に付議する役員の候補者につき決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 なお、本件は第20回定時株主総会において正式に決定する予定であります。 

 

記 

 

役員の異動（平成 29年６月 21 日株主総会以降予定） 

１．取締役の異動 

 （1）取締役候補者 

取締役  林 郁 

取締役  田中 実 

取締役  畑 彰之介 

取締役  藤原 謙次  

取締役  上村 はじめ 

取締役  結城 晋吾 

取締役  村上 敦浩 

取締役  早川 吉春 （社外・独立） 

取締役  金野 志保 （社外・独立） 

取締役※  榑谷 典洋 （社外） 

取締役※     加藤 智治    （社外・独立） 

 

※印は、新任の候補者 

 

 （2）新任取締役略歴 

氏  名 榑谷 典洋（くれたに のりひろ） 

生年月日 昭和 40年 12月３日 

略  歴 昭和 63年４月 株式会社電通入社 

 平成 24年７月 同社 MCプランニング局次長 

 平成 28年６月 株式会社サイバー・コミュニケーションズ取締役（現任） 

 平成 28年６月 株式会社 D2C取締役（現任） 

 平成 28年７月 株式会社電通デジタル取締役 

 平成 28年７月 株式会社電通 デジタルプラットフォームセンター局長 

 平成 29年１月 同社執行役員（現任） 

 平成 29年１月 株式会社電通デジタル 代表取締役 CEO（現任） 

 平成 29年１月 株式会社ビデオリサーチインタラクティブ取締役（現任） 

 平成 29年３月 電通国際情報サービス株式会社取締役（現任） 

 平成 29年３月 電通イージス・ジャパン株式会社取締役（現任） 

 平成 29年３月 電通デジタル・ホールディングス取締役（現任） 

所有株式数      ０株 （平成 29年３月 31日現在） 

会 社 名 株 式 会 社 カ カ ク コ ム 

代 表 者 名 代表取締役社長 畑 彰之介 

（コード番号：2371 東証第一部） 

問い合せ先 専務執行役員管理本部長 作田 一郎 
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氏  名 加藤 智治（かとう ともはる） 

生年月日 昭和 49年９月８日 

略  歴 平成 11年 ４月 ドイチェ証券（現ドイツ銀行）入社 

 平成 12年 ４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 

 平成 16年 ４月 フィールズ株式会社入社 社長室長 

 平成 19年 12月 ユニゾン・キャピタル入社 

  株式会社あきんどスシロー出向 社長室長 

 平成 20年 12月 株式会社あきんどスシロー専務取締役 

 平成 24年 10月 同社取締役 COO 

 平成 26年 ３月 株式会社ターン・アラウンド・マネジメント設立 

代表取締役社長 

 平成 27年 ６月 ゼビオ株式会社入社 

 平成 27年 10月 同社代表取締役社長（現任） 

 平成 27年 10月 ゼビオホールディングス株式会社副社長執行役員（現任） 

所有株式数      ０株 （平成 29年３月 31日現在） 

 

 

 （3）退任予定取締役 

    松本 大   （現 社外取締役、独立役員 ） 

        遠谷 信幸  （現 社外取締役 ） 

 

 

２．監査役の異動 

 （1）監査役候補者 

    松橋 香里  （新任、社外・独立） 

 

 

 （2）補欠監査役候補者 

    伊藤 哲男  （重任、社外） 

 

 

 （3）新任監査役略歴 

氏  名 松橋 香里（まつはし かおり） 

 ※戸籍上の氏名：細谷 香里（ほそや かおり） 

生年月日 昭和 44年６月７日 

略  歴 平成 ５年 ４月 株式会社東洋情報システム入社 

 平成 14年 10月 新日本監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 

 平成 18年 ４月 公認会計士登録 

 平成 18年 ７月 アセット・インベスターズ株式会社入社 

 平成 18年 11月 同社経営企画部長 

 平成 20年 ３月 株式会社エムケーキャピタルマネジメント入社 

執行役員 

 平成 21年 ５月 ルミナス・コンサルティング株式会社設立 

代表取締役（現任） 

 平成 21年 ５月 松橋香里公認会計士事務所開業（現任） 

 平成 22年 ６月 NTSホールディングス株式会社社外監査役（現任） 

 平成 26年 ６月 Spiber株式会社社外取締役（現任） 

所有株式数      ０株 （平成 29年３月 31日現在） 
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 （4）補欠監査役候補者略歴 

氏  名 伊藤 哲男（いとう てつお） 

生年月日 昭和 50年６月６日 

略  歴 平成 ９年 10月 センチュリー監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 

 平成 13年 ４月 公認会計士登録 

 平成 16年 ２月 KPMG LLP ニューヨーク事務所入所 

 平成 17年 12月 伊藤哲男公認会計士事務所開業（現任） 

 平成 18年 ９月 株式会社フェニックス・アカウンティング・グループ設立  

代表取締役 

 平成 21年 11月 表参道税理士法人設立 代表社員 

 平成 26年 ７月 Croesus Retail Asset ManagementPte. Ltd. CFO（現任） 

所有株式数      ０株 （平成 29年３月 31日現在） 

 

 

（5）退任予定監査役 

    岡田 英理香  （現 社外監査役、独立役員 ） 

 

 

３．新役員体制について  

【取締役】 

取締役会長  林 郁 

代表取締役社長  畑 彰之介 

取締役       田中 実 

取締役   藤原 謙次  

取締役   上村 はじめ 

取締役   結城 晋吾 

取締役   村上 敦浩 

社外取締役  早川 吉春 （独立役員） 

社外取締役     金野 志保 （独立役員） 

社外取締役     榑谷 典洋 

社外取締役     加藤 智治 （独立役員） 

  

【監査役】 

     常勤監査役     前野 寛 

    社外監査役     髙野 利雄 （独立役員） 

    社外監査役     松橋 香里 （独立役員） 

以  上 

 


