
 

 

 

平成 31年４月 15日 

各 位 

会社名  株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド 

代表者  代表取締役社長  寺田 和正 

（コード番号 7829：東証マザーズ） 

問合せ先 常務取締役    菅原 隆司 

（TEL 03－6400－5524） 

 

代表取締役の異動の理由の補足説明について 

 

弊社は、平成 31 年 4 月 12 日に別紙「代表取締役及び取締役の異動並びに取締役候補者

に関するお知らせ」を発表させていただきました。 

 

弊社は、平成 30 年 3 月より開始いたしました「社員の自立と自走」を目標としたカンパ

ニー事業部制の導入や、１１の管理部門の社内大改革により、平成 31 年 2 月期決算におき

ましては、個別の営業利益が８億９千万円となり、連結の営業利益が６億６千万円となりま

した。（※但し、繰延税金資産の取崩し等の影響で当期純利益は△13 億 3 千万円となりました。） 

改革の下、一定の成果が出ましたのも、日頃からの皆様のご支援の賜物と、心から感謝申

し上げます。 

 

この改革をより持続的かつ成長させるためには、現経営体制より、この度の新経営体制が、

さらに改革の幹である「社員の自立と自走」を実現させることができると判断したためです。 

新体制といたしましては、特に社内オペレーションを強化するために、新たに取締役候補

者となった渡邊貴美氏（元 Tristate Holdings Ltd. Global Men’s Smart Casual Business 

Unit 代表、元 Tristate Japan 代表取締役）を COO 最高執行責任者に迎えることにいたし

ました。 

海外事業につきましても、渡邊氏のグローバルな視点を以て、中期的な目標であります海

外１００店舗に向け、強化推進してまいります。 

私は、今後はファウンダー（創業者）という立場で、日本発世界ブランドの確立に向け、

国内事業と海外事業共に、弊社の今後の成長のために支援をしてまいります。 

 

新体制にて、皆様のご期待にお応えできるよう、鋭意努力いたす所存でございますので、

何とぞ一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 



 

平成 31年４月 12日 

各 位 

 

会社名  株式会社サマンサタバサジャパンリミ

テッド 

代表者  代表取締役社長  寺田 和正 

（コード番号 7829：東証マザーズ） 

問合せ先 常務取締役    菅原 隆司 

（TEL 03－6400－5524） 

 

代表取締役及び取締役の異動並びに取締役候補者の選任に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び取締役の異動並びに取締

役候補者の選任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、取締役候補者につきましては、令和元年５月 23日に開催予定の定時株主総会での決議

を経て正式に就任する予定です。 

 

記 

 

１．取締役の役職変更（平成 31年４月 25日付） 

氏 名 新役職名 現役職名 

寺田 和正 取締役（注） 代表取締役会長兼社長 

藤田 雅章 代表取締役会長兼社長 専務取締役 

菅原 隆司 取締役副社長 常務取締役 

小嶋 裕之 取締役 取締役 

守屋 宏一 社外取締役 社外取締役 

（注）令和元年５月 23日開催予定の定時株主総会終了時までの予定です。 

 

２．代表取締役の異動 

（１）異動の理由 

新たな経営体制により企業価値向上を図るため。 

 

（２）新旧代表取締役の氏名および役職名 

氏 名 新役職名 現役職名 

寺田 和正 取締役 代表取締役会長兼社長 

藤田 雅章 代表取締役会長兼社長 専務取締役 

 

  



（３）新任代表取締役の生年月日、略歴、所有株式数 

氏 名 藤田 雅章 

生 年 月 日 昭和 29年２月６日 

略 歴 

平成 ９年 ９月 株式会社ジュン退社 

平成 ９年 11月 当社入社 店舗運営部長 

平成 16年 ３月 当社販売部長 

平成 16年 ３月 当社専務取締役就任（現） 

平成 19年 ３月 株式会社メッセージ（現 株式会社バーンデストローズ

ジャパンリミテッド）取締役就任（現） 

平成 23年 ６月 ノーマディック株式会社代表取締役就任（現） 

平成 31年 ３月 株式会社ＳＴＫ代表取締役就任（現） 

所 有 株 式数 98,000株 

 

（４）異動予定日 

平成 31年４月 25日 

 

３．取締役候補者の氏名、経歴及び所有株式数（就任予定日 令和元年５月 23日） 

氏 名 戸口 亜実 

略 歴 

平成 14年 ２月 株式会社アミューズ退社 

平成 14年 ２月 当社入社 広報配属 

当社プレスマーケティング部 課長及び部長を歴任 

平成 19年 ９月 当社執行役員就任 プレスマーケティング部担当 

平成 22年 ３月 当社上席執行役員 就任プレスマーケティング部担当 

平成 29年 ３月 当社上席執行役員 社長室担当 

平成 30年 ３月 当社上席執行役員 新規事業本部担当 

所 有 株 式数 ０株 

 

氏 名 渡邊 貴美 

略 歴 

平成 10年 ５月 東レ株式会社米国法人 Toray Industries (America), 

Inc.退社 

平成 14年 ４月 メリルリンチ日本証券株式会社退社 

平成 16年 ４月 株式会社コーポレイトディレクション退社 

平成 18年 ８月 株式会社産業再生機構退社 

平成 19年 ４月 株式会社エル・シー・アール入社 最高執行役員就任 

平成 26年 ８月 FGF Industry Japan株式会社 

（現 Tristate Japan株式会社）代表取締役就任 

平成 28年 ６月 同親会社 Tristate Holdings Ltd.執行役員就任 

Global Men’s Smart Casual Business Unit代表 

平成 29年 ３月 株式会社ジ・エッジ代表取締役 

平成 31年 ４月 当社入社 上席執行役員就任 

所 有 株 式数 ０株 



氏 名 湖中 謙介 

略 歴 

昭和 57年 ４月 日本テーラー株式会社入社 

平成 ３年 ５月 株式会社コナカとの合併により、同社取締役 

平成 11年 12月 同社常務取締役 

平成 15年 ２月 同社専務取締役 

平成 17年 10月 同社代表取締役社長 

平成 30年 12月 同社代表取締役社長 CEO（現） 

（兼職の状況） 

株式会社フタタ取締役 

コナカエンタープライズ株式会社代表取締役会長 

株式会社フィットハウス取締役会長 

株式会社アイステッチ取締役 

KONAKA(THAILAND)CO.,LTD 

Representative Director President 

所 有 株 式数 ０株 

（注）湖中謙介氏は、会社法に定める社外取締役候補者です。なお、平成 31年４月 12日付

「主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、湖中謙介氏は、平

成 31年４月 22日に当社普通株式 11,046,600株を所有する見込みです。 

 

【ご参考】 

令和元年５月 23 日開催の定時株主総会および同総会後に開催される取締役会において決定され

る予定です。 

取 締 役 

氏 名 役 職 

藤田 雅章 代表取締役会長兼社長 

菅原 隆司 取締役副社長 

小嶋 裕之 取締役 

戸口 亜実（新任） 取締役 

渡邊 貴美（新任） 取締役  

守屋 宏一 社外取締役 

湖中 謙介（新任） 社外取締役 

 

以 上 


