
 

  

  

平成30年４月13日 

各 位 

                            会 社                株式会社 リテールパートナーズ 

                            代表者名  代表取締役社長 田中 康男 

                                  （コード番号 8167 東証第二部） 

                              問合せ先  取締役     清水 実 

                                               電話番号  （0835）20-2477 

 

当社の取締役候補者の選任および子会社代表取締役及び役員の異動等に関するお知らせ 

 

 当社は、平成30年４月13日開催の取締役会において、取締役候補者を内定し、平成30年５月24日開催予

定の第65期定時株主総会にその選任を付議することを決議しましたのでお知らせいたします。 

また、当社の子会社役員の異動等につきましても併せてお知らせいたします。 

 

記 

１．取締役の異動 

（１）異動の理由 

   任期満了に伴う異動 

 

２．当社の取締役候補者 

 

（１）監査等委員である取締役以外の取締役候補者名（平成30年５月24日付） 

新役職名 氏  名 
 

現役職名 

代表取締役会長 斉田 敏夫 重任 代表取締役会長 

代表取締役社長 田中 康男 重任 代表取締役社長 

代表取締役副社長 池邉 恭行 重任 代表取締役副社長 

取締役 武野 茂人 重任 取 締 役 

取締役 清水 実 重任 取 締 役 

取締役 川野 友久 重任 取 締 役 

取締役 富松 俊一 重任 取 締 役 

取締役   青木 保 新任 グループ内部統制室長 

社外取締役 ※１ 吉村 猛 新任  

※１吉村猛氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役候補者であります。 

 

 

 

 

 



 

  

新任取締役候補者の略歴 

  氏  名  青木
あおき

 保
たもつ

 （昭和31年４月19日生まれ） 

  略  歴  昭和56年10月 ＤＨ＆Ｓ会計事務所入所 

平成 ２年 ４月 ㈱関西スーパーマーケット入社 

同社経理部経理課長 

平成 ４年 ４月 同社経理部予算管理課長 

         平成 ６年 ４月 同社財経部次長 

        平成14年 ５月 同社財経グループマネジャー 

        平成18年10月 同社経営企画グループプロジェクトマネジャー 

        平成19年 ６月 同社取締役 

                 同社財経本部長 

        平成23年10月 同社経営企画グループマネジャー 

        平成27年 ７月 同社経営企画室長 

        平成29年 ８月 当社グループ内部統制室長（現任） 

 

  氏  名  吉村
よしむら

 猛
たけし

 （昭和35年４月3日生まれ） 

  略  歴  昭和58年      ４月  ㈱山口銀行入行 

平成     18 年10月  ㈱山口フィナンシャルグループ総合企画部長 

平成19年 １月 ㈱山口銀行総合企画部長 

兼 ㈱山口フィナンシャルグループ総合企画部長 

平成21年 ６月 ㈱山口銀行取締役 

平成21年 ６月 ㈱山口フィナンシャルグループ取締役 

平成23年 ６月 ㈱山口銀行常務取締役徳山支店長委嘱 

平成24年 ６月 同行常務取締役東京本部長委嘱 

平成27年 ６月 同行常務取締役 

平成28年 ６月 ㈱山口銀行取締役頭取（現任） 

        兼 ㈱山口フィナンシャルグループ取締役社長（現任） 

平成29年 ６月 ㈱もみじ銀行取締役（現任） 

平成29年 ６月 ㈱北九州銀行取締役（現任） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

３．子会社役員の異動等 

（１）株式会社 丸  久 

①取締役候補者名（平成30年５月21日付） 

新役職名 氏  名 
 

現役職名 

代表取締役社長 田中 康男 重任 代表取締役社長 

代表取締役副社長兼管理本部長 

兼グループ管理部長 

兼㈱中央フード代表取締役社長 

清水 実 昇任 
取締役副社長兼管理本部長 

兼グループ管理部長 

専務取締役営業本部長 武野 茂人 重任 専務取締役営業本部長 

常務取締役店舗運営統轄部長 

兼夜間運営部長 
宇多村 美彦 重任 

常務取締役店舗運営統轄部長 

兼夜間運営部長         

取締役開発本部長 長尾 肇 重任 
取締役営業企画部長 

兼無店舗販売部管掌 

取締役商品統轄部長 小田 尚文 重任 取締役商品統轄部長 

取締役人事能力開発部長 

兼女性活躍推進担当 
国分 辰男 重任 

取締役人事能力開発部長 

兼女性活躍推進担当 

取締役財務経理部長 

兼経営戦略担当部長 
河口 顕夫 重任 

取締役財務経理部長 

兼経営戦略担当部長 

取締役経営企画室長 宇佐川 浩之 重任 取締役経営企画室長 

取締役店舗運営部長 

（柳井・光地区担当） 
大村 浩典 新任 執行役員 

取締役内部統制室長 松永 考司 新任 執行役員内部統制室長 

 

昇任代表取締役候補者の略歴 

  氏  名  清水
しみず

 実
みのる

（昭和34年８月28日生まれ） 

  略  歴  昭和62年 ４月 当社入社 

        平成19年 ５月  財務経理部長 

        平成21年 ３月 執行役員 

        平成23年 ５月 取締役財務経理部長兼システム管理部長 

平成24年 ６月 取締役管理本部長兼システム管理部長 

平成26年 １月 常務取締役管理本部長兼システム管理部長兼グループ管理部長 

        平成27年 ５月 ㈱リテールパートナーズ取締役（現任） 

        平成28年 ５月 取締役副社長兼管理本部長兼グループ管理部長（現任） 

        

新任取締役候補者の略歴 

  氏  名  大村
おおむら

 浩
ひろ

典
のり

（昭和37年11月21日生まれ） 

  略  歴  昭和60年 ３月 当社入社 

        平成21年 ２月 アルク小郡店店長 

        平成23年 ９月 店舗運営部長 

        平成28年 ３月 執行役員店舗運営部長 兼 ㈱中央フード取締役経営企画部長 

        平成29年 ５月 執行役員店舗運営部長（現任） 

 



 

  

  氏  名  松永
まつなが

 考司
たかし

（昭和36年 9月2日生まれ） 

  略  歴  昭和60年 ４月 ㈱山口銀行入行 

        平成18年 ４月 同行和木支店長 

        平成22年 ６月 同行審査第２部長 

        平成23年 ６月 同行萩支店長 

        平成26年11月 同行経営管理部長 兼 ㈱山口フィナンシャルグループ経営管理部長 

        平成28年 １月 ㈱山口フィナンシャルグループ事業性評価部長 

        平成28年 ５月 当社出向 顧問 

        平成28年 ５月 執行役員内部統制室長（出向） 

        平成28年11月 当社転籍 執行役員内部統制室長（現任） 

 

 ②退任予定取締役（平成30年５月21日付） 

役職名 氏 名 

常務取締役店舗開発本部長 

兼渉外担当 

兼㈱中央フード代表取締役社長※１ 

佐伯 和彦 

社外取締役 藤井 英昭 

  ※１なお、佐伯和彦氏は引き続き㈱丸久顧問に就任予定です。（平成30年５月21日付） 

 

 

 

 

 

 

（２）株式会社マルミヤストア 

①取締役候補者名（平成30年５月22日付） 

新役職名 氏 名  現役職名 

代表取締役社長 池邉 恭行 重任 代表取締役社長 

常務取締役管理本部長 川野 友久 重任 
常務取締役管理本部長 

兼経営企画室室長 

常務取締役営業本部長 

兼経営統合推進室室長 
羽野 孝司 重任 

常務取締役営業本部長 

兼経営統合推進室室長 

取締役営業企画部部長 猿渡 吉博 重任 取締役営業企画部部長 

取締役商品部部長 神志那 信也 重任 取締役商品部部長 

取締役店舗運営部部長 佐貫 盛潔 重任 取締役店舗運営部部長 

取締役人事部部長 菅 淳史 重任 取締役人事部部長 

取締役 

兼㈱アタックスマート代表取締役 
筒井 靖彦 新任  

取締役 

兼㈱新鮮マーケット代表取締役 
木本 泰雄 新任  

 



 

  

新任取締役候補者の略歴 

  氏  名  筒井
つつい

 靖彦
やすひこ

 （昭和28年３月８日生まれ） 

  略  歴  昭和50年12月 ㈱壽屋入社 

平成14年  ２月 ㈱壽屋退職 

平成14年  ４月 ㈱マルミヤ下川（現 ㈱マルミヤストア）入社 

         平成14年  ７月 ㈱マルミヤ下川（現 ㈱マルミヤストア）退職 

        平成14年  ７月 ㈱マミーズマーケット（現 ㈱アタックスマート）取締役 

        平成24年  ８月 ㈱マミーズマーケット（現 ㈱アタックスマート）代表取締役（現任） 

  氏  名  木本
きもと

 泰
やす

雄
お

 （昭和28年７月23日生まれ） 

  略  歴  昭和47年 ４月 ㈱名古屋観光ホテル入社 

平成元年  ６月 有限会社きもと入社 

平成７年  ６月 ㈱マルミヤストア入社 

平成13年 ４月 ㈱マルミヤストア戸次店店長 

平成17年11月 ㈱マルミヤストア執行役員 

平成22年 ８月 ㈱マルミヤストア取締役 

平成27年 ７月 ㈱マルミヤストア開発部長 

平成28年 ４月 ㈱新鮮マーケット代表取締役（現任） 

 

 

 

 

（３）株式会社マルキョウ 

①監査等委員である取締役以外の取締役候補者名（平成30年５月18日付） 

新役職名 氏  名 
 

 
現役職名 

代表取締役会長（ＣＥＯ） 斉田 敏夫 重任 代表取締役会長（ＣＥＯ） 

代表取締役社長（ＣＯＯ） 富松 俊一 重任 代表取締役社長（ＣＯＯ） 

常務取締役営業本部長 梶原 曻 重任 常務取締役営業本部長 

取締役営業副本部長 西林 宗俊 重任 取締役営業副本部長 

取締役管理本部長 坂本 守 重任 取締役管理本部長 

 

 

以 上        


