
 

 
 

  2021年６月 15日 

各  位 
会 社 名 ＥＲＩホールディングス株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長  増 田   明 世 

 （コード番号：6083 東証第一部） 

問 合 せ 先 常務取締役広報ＩＲグループ長 竹之内 哲次  

 （ T E L． 0 3－ 5 7 7 0－ 1 5 2 0） 

 

当社および当社子会社の代表取締役の異動に関するお知らせ 
 

当社および当社子会社である日本ＥＲＩ株式会社は、本日開催の取締役会において、下記の

とおり、当社および当社子会社である日本ＥＲＩ株式会社の代表取締役の異動および委嘱事項

の変更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、本異動につきましては、2021 年８月 27 日開催予定の当社および日本ＥＲＩ株式会社

の定時株主総会終了後に開催される取締役会の決議を経て、それぞれ正式に決定される予定で

す。また、増田明世の株式会社構造総合技術研究所取締役就任につきましては、2021年６月 28

日開催予定の同社の定時株主総会において、正式に決定される予定です。 

 

記 

 

１．異動の理由 

グループ経営管理体制を変更し、世代交代を推進するため。 

 

２．代表取締役の異動および取締役の委嘱事項の変更 

氏 名 新役職 現役職 

増田 明世 

取締役会長 

日本ＥＲＩ株式会社 取締役 

株式会社イーピーエーシステム 取締役 

株式会社住宅性能評価センター 取締役 

株式会社東京建築検査機構 取締役 

株式会社ＥＲＩソリューション 取締役 

株式会社サッコウケン 取締役 

株式会社構造総合技術研究所 取締役 

代表取締役社長 最高経営責任者兼最高

執行責任者（ＣＥＯ兼ＣＯＯ） 

日本ＥＲＩ株式会社 取締役 

株式会社イーピーエーシステム 取締役 

株式会社住宅性能評価センター 取締役 

株式会社東京建築検査機構 取締役 

株式会社ＥＲＩソリューション 取締役 

株式会社サッコウケン 取締役 

馬野 俊彦 

代表取締役社長 最高経営責任者兼最高執

行責任者（ＣＥＯ兼ＣＯＯ） 

日本ＥＲＩ株式会社 代表取締役会長 

最高経営責任者（ＣＥＯ） 

取締役 

日本ＥＲＩ株式会社 代表取締役社長 

最高経営責任者兼最高執行責任者（ＣＥＯ

兼ＣＯＯ） 

 

 



 

 
 

竹之内 哲次 

代表取締役副社長 最高財務責任者（ＣＦ

Ｏ） 経営企画グループ長兼広報ＩＲグル

ープ長 

常務取締役 最高財務責任者（ＣＦＯ） 

経営企画グループ長兼広報ＩＲグループ

長 

庄子 猛宏 

取締役 

日本ＥＲＩ株式会社 代表取締役社長 

最高執行責任者（ＣＯＯ） 

日本ＥＲＩ株式会社 取締役 経営管理本

部長 

 

３．新任代表取締役の略歴 

ＥＲＩホールディングス株式会社 

氏  名  馬野 俊彦（うまの としひこ） 

生年月日  1964 年３月 15 日  

略  歴  2002 年１月 日本ＥＲＩ株式会社入社 経営企画部課長 

  2002 年５月 日本住宅ワランティ株式会社 
（現 株式会社ＥＲＩソリューション）取締役 

  2002 年 11 月 日本ＥＲＩ株式会社 執行役員 経営企画部長 

  2003 年４月 同社 上級執行役員 経営企画部長 

  2005 年６月 同社 取締役 経営企画部長 

  2006 年６月 同社 取締役 経営企画部長兼人事部長 

  2006 年７月 同社 取締役 経営企画部長 

  2009 年６月 同社 常務取締役 経営企画部長 

  2009 年８月 同社 常務取締役 経営管理本部長兼経営企画部長 

  2010 年８月 同社 常務取締役 住宅評価本部長 

  2012 年８月 同社 代表取締役専務 住宅評価本部長 

株式会社ＥＲＩソリューション取締役 退任 

  2013 年８月 日本ＥＲＩ株式会社 代表取締役専務 確認検査本部長 

  2013 年 12 月 同社 代表取締役専務 

  2015 年８月 同社 代表取締役社長 最高執行責任者（ＣＯＯ） 

当社取締役（現任） 

  2021 年６月 日本ＥＲＩ株式会社 代表取締役社長 

最高経営責任者兼最高執行責任者（ＣＥＯ兼ＣＯＯ）（現任） 

所有株式数  23,700 株  

 

氏  名  竹之内 哲次（たけのうち てつじ） 

生年月日  1964 年４月８日  

略  歴  2011 年 11 月 日本ＥＲＩ株式会社入社 

  2011 年 11 月 株式会社ＥＲＩソリューション 取締役 

  2012 年９月 同社 常務取締役 

  2014 年８月 同社 専務取締役 

  2015 年８月 同社 専務取締役退任 

  2015 年８月 当社 執行役員 経営企画グループ長 

  2017 年８月 当社 取締役 経営企画グループ長 



 

 
 

  2017 年 11 月 当社 取締役 経営企画グループ長兼広報ＩＲグループ長 

  2019 年８月 当社 常務取締役 最高財務責任者（ＣＦＯ） 

経営企画グループ長兼広報ＩＲグループ長（現任） 

所有株式数  10,200 株  

 

日本ＥＲＩ株式会社 

氏  名  庄子 猛宏（しょうじ たけひろ） 

生年月日  1964 年 10 月 12 日  

略  歴  2005 年８月 日本ＥＲＩ株式会社 入社 

  2010 年５月 株式会社ＥＲＩアカデミー 常務取締役 

  2014 年８月 同社 常務取締役 退任 

  2015 年８月 日本ＥＲＩ株式会社 札幌支店長 

  2017 年 11 月 当社 執行役員 

  2017 年 11 月 株式会社住宅性能評価センター 代表取締役社長（出向） 

  2020 年６月 同社 代表取締役社長 退任 

  2020 年６月 当社 執行役員 退任 

  2020 年６月 日本ＥＲＩ株式会社 執行役員 経営管理本部副本部長 

  2020 年８月 同社 取締役 経営管理本部長（現任） 

所有株式数  5,900 株  

以 上 


