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問合せ先 取締役管理部長 石井 雅之 

（TEL．03-5825-9340） 

 

臨時株主総会における決議事項の承認可決による役員の異動に関するお知らせ 

 

平成 30年３月 16日開催の臨時株主総会において決議事項が承認可決されたことにより

取締役 6名（新任 6名）が選任され、株主総会後に開催いたしました取締役会において、

役員人事について下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．取締役 

氏名 （新）役職名 （旧）役職名 区分 

石井 雅之 取締役管理部長 ― 新任 

八田 孝弘 取締役（非常勤） ― 新任 

酒井 学雄 取締役（非常勤） ― 新任 

香取 正康 取締役（非常勤） ― 新任 

藤重 正樹 取締役（非常勤） ― 新任 

砂金 養一 取締役（非常勤） ― 新任 

※平成 30年 2月 14日に開示しました「取締役辞任に関するお知らせ」に記載のとおり、 

取締役管理部長小幡成徳及び取締役神長治は、本日（平成 30年 3月 16日）付で辞任致します。 

 

２．新任取締役の略歴 

氏名（生年月日） 略歴 

石井 雅之 

（昭和 35年 10月 26日生） 

昭和 60年４月 京セラ株式会社 入社 

昭和 63年２月 オリックス株式会社 入社 

平成６年 10月 日本商品ファンド業協会 出向 

平成 11年 10月 オリックス債権回収株式会社 出向 

平成 13年４月 九州債権回収株式会社 出向 

平成 15年 10月 キングス・キャピタル・アジア入社 



 

平成 16 年５月 株式会社ベストリンク設立 代表取

締役社長 

平成 23年３月 株式会社 MCホールディングス代表取

締役社長（現任） 

平成 25年９月  株式会社一富士債権回収入社 

平成 30年２月  同社 退社 

八田 孝弘 

（昭和 42年７月 22日生） 

昭和 63 年４月 株式会社システムユニバース 入社

平成 10 年４月 株式会社アルネッツ設立 代表取締    

役社長（現任） 

酒井 学雄 

（昭和 36年 10月 11日生） 

昭和 60年４月 テーエスデー株式会社 入社 

平成５年５月 有限会社スプレンダーコンサルティ

ング（現 株式会社スプレンダーコンサルティング）

設立 取締役 

平成 12年 11月 株式会社旅ウェブ設立 代表取締役

社長 

平成 20年 12月 株式会社ライフェスタ設立 代表取

締役社長（現任） 

平成 21 年５月 株式会社ヴィンテージ 代表取締役

社長 

平成 23 年４月 株式会社スプレンダーコンサルティ

ング 代表取締役社長（現任） 

平成 23年４月   株式会社 AIインシュアランス総合

研究所設立 代表取締役社長（現任） 

平成 24年 11月 株式会社スカイスコープソリューシ

ョンズ設立 代表取締役社長（現任） 

平成 29 年４月 一般社団法人日本ドローンコンソー

シアム 理事（現任） 

平成 29 年９月 一般社団法人日本建築ドローン協会 

理事（現任） 

香取 正康 

（昭和 25年 3月 25日生） 

昭和 47年４月 日本経営システム株式会社 入社 

昭和 60年５月  株式会社香取マネジメントコンサル

ティング設立 代表取締役社長（現任） 

平成 17年６月 コマツ NTC株式会社 社外監査役 

藤重 正樹 

（昭和 36年 11月 23日生） 

昭和 56年３月  株式会社東亜基工 入社 

昭和 60年８月  株式会社輝乃家 入社 



平成２年４月   同社 取締役副社長 

平成 18 年８月 株式会社ルーニーコーポレーション

経営企画室長 

平成 18 年９月 同社子会社 株式会社アペルネット

代表取締役社長 

平成 18 年９月 同社子会社 株式会社ソウルトーチ

代表取締役社長 

平成 20 年１月 浦安スポーツネットワーク株式会社

取締役（現任） 

平成 21 年１月  株式会社 Berry・Berry 設立 代表

取締役社長 

平成 29年３月   同社 代表取締役社長退任 

平成 29年３月   同社 取締役 

平成 30年１月   同社 代表取締役社長（現任） 

砂金 養一 

（昭和 26年 10月４日生） 

昭和 48 年７月 兼松セミコンダクター株式会社（現

兼松株式会社） 入社 

昭和 54年 10月 アプライドマテリアルズジャパン株

式会社 入社 

昭和 61年 9月  同社 取締役 ETCH製品事業部長 

平成３年８月   同社 常務取締役営業企画本部長 

平成７年１月   同社 専務取締役 PVD製品事業部長 

平成８年２月   Applied Materials,Inc. 取締役副

社長 

平成９年７月  ラムリサーチ株式会社 代表取締役

社長 

平成 15年１月 アクアサイエンス株式会社設立 

代表取締役社長（現任） 

 

 

以上 


