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2020 年４月 30日 

各 位 

 

会 社 名 クオールホールディングス株式会社 
代 表 者 名 代表取締役社長   中 村     敬 
 （コード番号 3034  東証第一部） 
問い合わせ先 広報部長     安 部 慎一郎 
Ｔ Ｅ Ｌ 03-6430-9060 

 

 

代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ 

 

当社は、2020年４月30日開催の取締役会において 、以下のとおり代表取締役、取締役及び監査役

の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。  

なお、本件は 2020 年６月 24 日に開催予定の第 28 期定時株主総会終了後に開催される取締役会及

び監査役会の決議を経て正式に決定される予定です。 

 

記 

 

１． 代表取締役の異動（2020 年６月 24 日付） 
 

（１）異動の理由      新経営体制へ移行に伴う異動 
 

（２）退任予定代表取締役  代表取締役会長 中村 勝 

              ※退任後は代表権のない取締役会長に就任する予定です。 

 

２．2020 年６月 24 日開催予定 第 28 期定時株主総会 取締役候補者９名（ ）内は現役職名 

中村  勝 ［再任］ （代表取締役会長） 

中村  敬 ［再任］ （代表取締役社長） 

岡村 章二 ［再任］ （専務取締役 薬局事業管理部長 薬剤師） 

福滿 清伸 ［再任］ （常務取締役 経営管理部長） 

石井 孝芳  [再任]  （常務取締役 社長室長） 

恩地 ゆかり [再任]  （取締役 薬剤師） 

荒木  勲 ［新任］ （クオール株式会社 代表取締役社長 薬剤師） 

窪木 登志子［再任］ （窪木法律事務所所長 弁護士） 

山本 行治 ［再任]  （山本会計事務所所長 税理士） 

※窪木登志子氏及び山本行治氏は、社外取締役候補者です。 

 

３．2020 年６月 24 日開催予定 第 28 期定時株主総会 監査役候補者（ ）内は現役職名 

橋本 千枝  [新任］ （クオール株式会社 薬局支援本部長 薬剤師） 

 

４．退任予定監査役（2020 年６月 24 日開催予定 第 28 期定時株主総会の終結時に辞任） 

   社外監査役       月原 幹夫 
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【参考】新役員体制（2020 年６月 24 日開催予定 第 28 期定時株主総会後 予定） 

 

  取締役会長 中村  勝 

  代表取締役社長      中村  敬 

  専務取締役        岡村 章二 

  常務取締役        福滿 清伸 

  常務取締役        石井 孝芳 

  取締役          恩地 ゆかり 

  取締役          荒木  勲 [新任] 

  取締役［社外取締役］   窪木 登志子  

取締役［社外取締役］   山本 行治   

常勤監査役［社外監査役］ 武士俣 充   

常勤監査役        橋本 千枝 [新任］ 

監査役［社外監査役］   宮﨑 源征 

以 上 
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クオールホールディングス株式会社 
 
 

新任取締役及び監査役候補者略歴 

 

 

1．新任取締役候補者略歴 

【氏  名】荒木  勲 （あらき いさお） 

【生年月日】昭和 41年 11 月 15 日 

【職  歴】平成 ４年 ４月 赤井薬局入社 

      平成 ４年 ６月 薬剤師名簿登録 

      平成 ８年 ２月 当社入社 

      平成 16 年 ４月 執行役員就任 東京第二支店長 

      平成 23 年 ４月 上席執行役員就任 薬局事業本部長 

              兼 薬局事業本部 ＮＣＣ事業部長 

      平成 25 年 ４月 鈴久薬品株式会社（現当社）代表取締役社長 

      平成 26 年 ４月 薬局支援第一本部長 

      平成 27 年 ４月 東日本支社長 

      平成 28 年 ６月 取締役就任  

有限会社みらい（現当社）代表取締役社長 

      平成 30 年 ５月 クオール分割準備株式会社（現クオール株式会社） 

代表取締役社長（現任） 

         

2．新任監査役候補者略歴 

【氏  名】橋本 千枝 （はしもと ちえ） 

【生年月日】昭和 31 年 ５月 24 日 

【職  歴】昭和 54 年 ７月  薬剤師名簿登録 

平成 10 年 ３月  株式会社海西（現当社）入社 

平成 19年 10 月  当社合併 エーベル事業本部 東京第三支店長 

平成 22 年 ４月  執行役員就任  

第二薬局事業本部 関東第二事業部長 

平成 23 年 ７月  株式会社松原メディカル（現当社）代表取締役社長 

平成 26 年 ４月  関東第二薬局事業本部長 

平成 28 年 ８月  有限会社ユニコ調剤薬局（現クオール株式会社）代表取締役会長 

平成 28 年 ８月  有限会社ユニメディカル（現クオール株式会社）代表取締役会長 

平成 28 年 ８月  有限会社メディスト（現クオール株式会社）代表取締役会長 

平成 30年 10 月  クオール株式会社 薬局支援本部長（現任） 

          

以 上 


