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各 位 

会 社 名 Ｓ Ｇ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  荒 木 秀 夫 

 （コード番号：9143 東証一部） 

問合せ先 取 締 役  管 理 ・ 統 制 担 当  笹 森 公 彰 

 （TEL 075-693-8850） 

 

 

取締役候補者に関するお知らせ 
 

当社は、2019年４月 26日開催の取締役会において、2019年６月開催予定の第 13回定時株主総会に

付議する取締役候補を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． 当社取締役候補者（2019年６月 25日就任予定） 

氏名 新役職 ４月１日時点の役職 備考 

栗和田 榮一 
（くりわだ えいいち） 

代表取締役会長 同左 重任 

荒木 秀夫 
（あらき ひでお） 

代表取締役社長 同左 重任 

中島 俊一 
（なかじま しゅんいち） 

取締役 財務・経理担当 

ＳＧリアルティ株式会社 取締役 
同左 重任 

佐野 友紀 
（さの ともき） 

取締役 国際事業担当 

SG HOLDINGS GLOBAL PTE. LTD.  

取締役社長 

SGH グローバル・ジャパン株式会社 

代表取締役社長 

同左 重任 

本村 正秀 
（もとむら まさひで） 

取締役 デリバリー・ロジスティクス

事業担当 

佐川急便株式会社 代表取締役社長 

執行役員 デリバリー・ロジスティク

ス事業担当 

佐川急便株式会社 代表取締役社長 

新任 

川中子 勝浩 
（かわなご かつひろ） 

取締役 経営企画担当 

兼 ＩＲ室 ゼネラルマネジャー  

ＳＧリアルティ株式会社 取締役 

SG HOLDINGS GLOBAL PTE. LTD.  

取締役 

執行役員 経営企画担当 

兼 ＩＲ室 ゼネラルマネジャー  

ＳＧリアルティ株式会社 取締役 

SG HOLDINGS GLOBAL PTE. LTD.  

取締役 

新任 



 

２． 当社取締役の退任（2019年６月 25日退任予定） 

 

３． 当社新任取締役候補者の略歴 

氏名 

生年月日 
略歴 

本村 正秀 
（もとむら まさひで） 

 

1960年３月27日生 

1978年４月 綜合警備保障㈱ 入社 

1980年８月 東京佐川急便㈱ 城西店 入社 

2004年６月 佐川急便㈱ 常務取締役 

2005年３月 同社 専務取締役 

2005年９月 ㈱ＪＬ 代表取締役社長 

2007年７月 ㈱安全、ＡＮＺＥＮＧｒｏｕｐ㈱ 代表取締役社長 

2011年６月 ｋｍホールディングス㈱ 取締役 

2012年６月 国際自動車㈱ 取締役 

 安全サービス㈱ 代表取締役社長 

 ニュー東京観光自動車㈱ 取締役 

2012年８月 ケイエム観光バス㈱ 取締役 

2015年３月 ＳＧフィルダー㈱ 理事 

2018年３月 佐川急便㈱ 理事 

2018年６月 同社 取締役 

2019年４月 同社 代表取締役社長（現在） 

 ＳＧホールディングス㈱ 執行役員 

デリバリー・ロジスティクス事業担当（現在） 

 

氏名 新役職 ４月 1日時点の役職 備考 

松本 秀一 
（まつもと ひでかず） 

取締役 管理・統制担当  

兼 秘書室 ゼネラルマネジャー 

株式会社ヌーヴェルゴルフ倶楽部 

代表取締役社長 

佐川林業株式会社 代表取締役社長 

執行役員 管理・統制担当  

兼 秘書室 ゼネラルマネジャー 

株式会社ヌーヴェルゴルフ倶楽部 

代表取締役社長 

佐川林業株式会社 代表取締役社長 

新任 

髙岡 美佳 
（たかおか みか） 

社外取締役 同左 重任 

鷺坂 長美 
（さぎさか おさみ） 

社外取締役 － 新任 

氏名 新役職 ４月１日時点の役職 備考 

町田 公志 
（まちだ ただし） 

－ 取締役 退任 

笹森 公彰 
（ささもり きみあき） 

佐川急便株式会社 

取締役 管理担当 

取締役 管理・統制担当 

佐川急便株式会社 

取締役 管理担当 

退任 

嵯峨 行介 
（さが こうすけ） 

－ 取締役 経営企画担当 退任 

髙木 邦夫 
（たかぎ くにお） 

－ 社外取締役 退任 



氏名 

生年月日 
略歴 

川中子 勝浩 
（かわなご かつひろ） 

 

1964年８月27日生 

1989年４月 ㈱三和銀行 入行 

2000年５月 ㈱モビット 出向 

2006年 11月 ＳＧホールディングス㈱ 入社 

経営・事業戦略 経営戦略担当課長 

2013年３月 佐川急便㈱ 執行役員 

2016年３月 同社 取締役 経営企画・広報・ＩＴ企画担当 

 兼 経営企画部長 兼 広報部長 

2016年９月 同社 取締役 経営企画・広報・ＩＴ企画担当 

 兼 経営企画・広報部長 

2019年４月 ＳＧホールディングス㈱ 執行役員 経営企画担当 

 兼 ＩＲ室 ゼネラルマネジャー（現在） 

 

氏名 

生年月日 
略歴 

松本 秀一 
（まつもと ひでかず） 

 

1966年８月10日生 

1988年７月 西埼玉佐川急便㈱ 熊谷店 入社 

1999年８月 佐川急便㈱ 北関東支社 総務部 総務課 係長 

2000年 12月 同社 北関東支社 総務部 総務課 課長 

2003年３月 同社 本社 業務本部 環境推進室 課長 

2007年１月 同社 本社 ＣＳＲ環境推進部 担当部長 

 兼 ＳＧホールディングス㈱ 管理統括 

ＣＳＲ・メセナ戦略 ＣＳＲ戦略 

2007年９月 環境省 総合環境政策局 環境経済課 出向 

2009年９月 佐川急便㈱ 本社（関東） 総務部 総務課 担当部長 

2011年３月 ＳＧホールディングス㈱ 総務部 総務・秘書ユニット 

マネージャー 

2012年９月 同社 総務部 総務・秘書ユニット シニアマネジャー 

2014年３月 同社 社長室 ゼネラルマネジャー 

2015年３月 同社 総務部 ゼネラルマネジャー 

2016年９月 同社 執行役員 総務・秘書担当  

兼 秘書室 ゼネラルマネジャー 

2019年４月 同社 執行役員 管理・統制担当 

兼 秘書室 ゼネラルマネジャー（現在） 

 

氏名 

生年月日 
略歴 

鷺坂 長美 
（さぎさか おさみ） 

 

1956年１月23日生 

1978年４月 自治省入省 大阪府、大分県等で勤務 

1993年４月 岡山県で企画部長、総務部長等を歴任 

1999年２月 消防庁救急救助課長 

2001年１月 環境省 環境計画課長、大臣官房総務課長等を歴任 

2008年７月 英国王立国際問題研究所研究員 

2009年７月 環境省 水大気環境局長 

2012年８月 環境省退官、環境省参与 

2012年９月 早稲田大学非常勤講師（環境法）（現在） 

2013年 11月 （公財）日本防炎協会 常務理事 

2016年６月 ㈱日本救急通報サービス 常勤監査役（現在） 

2018年１月 小澤英明法律事務所 顧問（現在） 

 

以上 

 


