
 
 

2021 年 3 月 12 日 

各  位 

会 社 名 ア ル ビ ス 株 式 会 社  

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 池田 和男 

（コード番号：7475 東証第一部） 

問い合せ先 取締役執行役員コーポレート本部長 石田 康洋 

（TEL．0766－56－7223）

 

 

役員人事及び新年度体制に関するお知らせ 

 

本日開催の取締役会にて役員の異動につき以下の通り決議しましたので、お知らせいたします。また、新年

度の体制についても併せてお知らせいたします。 

 

1．取締役の異動 

 (1)新任取締役候補者 

    2021 年 6 月 25 日開催予定の第 54 回定時株主総会の選任議案に付議予定 

候補者名 新役職名 現役職名 

上野 弘樹 
取締役 執行役員 製造本部長  

兼㈱アルデジャパン 代表取締役社長 

執行役員  

兼㈱アルデジャパン 代表取締役社長 

 

 

２． 執行役員の異動 

(1)新任役付執行役員（2021 年 4 月 1 日付） 

氏   名 新役職名 現役職名 

石田 康洋 
取締役 常務執行役員 経営企画本部長 

兼ブランド推進部長 

取締役 執行役員 コーポレート本部長 

兼経営企画部長 兼開発部長 

 

 

(2)新任執行役員（2021 年 4 月 1 日付） 

氏   名 新役職名 現役職名 

瀧本 浩介 執行役員 商品本部長 兼商品部長 

営業本部 営業企画部長 

兼第一商品部長  

兼第二商品部長兼 PC 商品担当 

 

 

 



 

３．新年度（2021 年 4 月 1 日以降）の体制 

氏   名 新役職名 現役職名 

池田 和男 

（※1） 
代表取締役 社長 

代表取締役 社長 

兼営業本部長 

石田 康洋 

（※1） 

取締役 常務執行役員 経営企画本部長 

兼ブランド推進部長 

取締役 執行役員 コーポレート本部長 

兼経営企画部長 兼開発部長 

吉川 透 

（※1） 
取締役 執行役員 管理本部長 

取締役 執行役員 財務本部長  

兼財務経理部長 

上野 弘樹

（※2） 

執行役員 製造本部長  

兼㈱アルデジャパン 代表取締役社長 

執行役員  

兼㈱アルデジャパン 代表取締役社長 

竹内 公彦 執行役員 開発部長 執行役員 コーポレート本部 人事部長 

斉木 宏幸 
執行役員 ストア本部長 

兼店舗業務部長 

執行役員 営業本部 店舗業務部長 

兼業務課長 

瀧本 浩介 
執行役員 商品本部長  

兼商品部長 

営業本部 営業企画部長 

兼第一商品部長  

兼第二商品部長兼 PC 商品担当 

滝脇 正人 監査室長 同左 

花岡 満 ストア本部 富山販売部長 営業本部 富山第一販売部長 

北村 健一 ストア本部 石川福井販売部長 営業本部 石川福井販売部長 

佃 浩成 
ストア本部 中部販売部長 

兼中部エリア長 兼中村二瀬店長（仮称） 

営業本部 岐阜販売部長  

兼美濃加茂店長 

古澤 孝之 ストア本部 移動販売事業部長 
営業本部 とくし丸事業推進部 

マネージャー 

木村 克紀 
商品本部 物流部長 

兼物流企画課長 
物流・製造本部 物流部 物流企画課長 

永井 聡 管理本部 人事総務部長 コーポレート本部付 部長 

井波 拓郎 
管理本部 財務経理部長 

兼経理課長 
財務本部 財務経理部 経理課長 

渡邊 浩輔 
経営企画本部 経営戦略推進部長 

兼経営企画課長 

コーポレート本部 経営企画部  

情報戦略課長 



坂田 克紀 ㈱アルデジャパン 社長補佐 営業本部 富山第二販売部長 

安田 泰弘 
アルビスクリーンサポート㈱ 

代表取締役社長 
同左 

高松 章弘 
㈱アルビスファーム信州なかの 

代表取締役社長 
同左 

※2021 年 6 月 25 日開催の第 54 回定時株主総会議案承認を経て同日付取締役就任予定（※1 再任、※2 新任） 

  

（ご参考） 

本株主総会承認後（2021 年 6 月 25 日付）の取締役及び監査役体制 

代表取締役社長 池田 和男（再任） 

取締役 常務執行役員 経営企画本部長 石田 康洋（再任） 

取締役 執行役員 管理本部長 吉川 透（再任） 

取締役 執行役員 製造本部長 上野 弘樹（新任） 

社外取締役 加世多 達也（再任） 

社外取締役 松村 篤樹（再任） 

常勤監査役 堀 明久   

社外監査役 山口 敏彦 

社外監査役 兒玉 充博 

※加藤隆史氏、及び、木村宏氏は、本株主総会終結の時をもって、任期満了により退任予定です。 

 

以 上 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


