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代表取締役社長の異動及び役員の異動並びに 

執行役員制度の導入及び執行役員人事に関するお知らせ 
 
 当社は、2021 年４月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役社長の異動及び役員の
異動並びに、執行役員制度の導入及び執行役員人事について内定いたしましたので、お知らせいたしま
す。なお、代表取締役社長の異動及び役員の異動につきましては、本年６月 23 日開催予定の第 67回定
時株主総会並びにその後の取締役会及び監査等委員会における承認により正式に決定される予定です。 
 

記 
 
１．代表取締役社長の異動 
 （１）異動の内容 
    新任代表取締役候補（就任予定日：2021 年６月 23 日） 

氏   名 新役職名 現役職名 
長谷川 亨 

(はせがわ とおる) 
代表取締役社長 取締役会長 

 
    退任予定代表取締役（2021 年６月 23 日付） 

氏   名 新役職名 現役職名 
平川 真淳 

(ひわかわ まさあつ) 
（退任） 代表取締役社長 

 
 
 （２）異動の理由 
    2021 年６月 23日以降の役員新体制決定によるものであります。 
 
 
 
 



 （３）新任代表取締役の氏名及び略歴 
    新 役 職 名  代表取締役社長 
    氏 名  長谷川 亨（はせがわ とおる） 
    生 年 月 日  1958 年 11月１日（62歳） 
    学 歴  1979 年３月 慶応義塾大学経済学部卒業 
    略 歴  1981 年４月 日産自動車株式会社 入社 
            2012 年４月 日産自動車株式会社 アフリカ・中東・インド地域統括  執行役員 
                        2014 年４月 日産自動車株式会社 アジア・オセアニア地域統括 常務執行役員 
            2016 年１月 横浜マリノス株式会社 代表取締役社長 
             2018 年５月 RIZAP グループ株式会社 入社 
                        2018 年11月 株式会社湘南ベルマーレ 取締役（現任） 
            2019 年５月 株式会社タツミマネージメント 代表取締役社長（現任） 
                     2020 年４月 RIZAP インベストメント株式会社 代表取締役社長（現任） 
            2020 年４月 株式会社五輪パッキング 取締役（現任） 
            2020 年５月 株式会社サンケイリビング新聞社 取締役会長（現任） 
            2020 年６月 RIZAPグループ株式会社 上級執行役員 インベストメント 
                   事業統括（現任） 
            2020 年９月 ナラカミーチェジャパン株式会社 取締役（現任） 
            2020 年11月 夢展望株式会社 取締役会長（現任） 

2020 年12月 当社 取締役 
2021 年１月 一新時計株式会社 代表取締役社長（現任） 

            2021 年３月 当社 取締役会長（現任） 
             
    所有株式数  なし（2021 年４月 27 日現在） 
 
 
２．役員の異動 
 （１）取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（就任予定日：2021 年６月 23 日） 

氏   名 新役職名 現役職名 
鎌谷 賢之  （再任） 

(かまや たかゆき) 
取締役 取締役 

塩田 徹   （再任） 

(しおた てつ) 
取締役 取締役 

有信 勝宏  （再任） 

(ありのぶ まさひろ) 
取締役 取締役 

藤原 泰輔  （新任） 

(ふじはら たいすけ) 
社外取締役 － 

 
 
 



 （２）退任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く）（2021 年６月 23 日付） 
氏   名 新役職名 現役職名 
谷口 圭介 

(たにぐち けいすけ) 
（退任） 取締役 

佐藤 美幸 
(さとう よしゆき) 

（退任） 取締役 

迎 鋼治 
(むかえ こうじ) 

（退任） 取締役 

山田 東城 
(やまだ はるき) 

（退任） 取締役 

    （注）谷口圭介、佐藤美幸の両氏は退任後、執行役員就任予定。 

 
 （３）監査等委員である取締役候補者（就任予定日：2021 年６月 23 日） 

氏   名 新役職名 現役職名 
荒井 隆夫  （再任） 

(あらい たかお) 
取締役（常勤監査等委員） 取締役（常勤監査等委員） 

大塚 一暁  （新任） 

(おおつか かずあき) 
社外取締役（監査等委員） － 

小島 茂   （新任） 

(こじま しげる) 
社外取締役（監査等委員） － 

 
 （４）退任予定の監査等委員である取締役（2021 年６月 23 日付） 

氏   名 新役職名 現役職名 
開本 英幸 

(ひらきもと ひでゆき) 
（退任） 社外取締役（監査等委員） 

藤川 芳己 
(ふじかわ よしみ) 

（退任） 社外取締役（監査等委員） 

 
 
３．執行役員制度の導入の目的 
  経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行の責任と権限を明 
確にして経営の機動性を高めるとともに、ガバナンス体制の強化及び経営の多様性の推進を図るこ 
とを目的としております。 

 
 
 
 
 
 
 



４．執行役員人事（就任予定日：2021 年６月 23日） 
氏   名 新役職名 現役職名 
佐藤 美幸 

(さとう よしゆき) 

副社長執行役員 
（経営管理部長） 

取締役経営管理部長 

谷口 圭介 

(たにぐち けいすけ) 

専務執行役員 
（営業部長） 

取締役営業部長 

高橋 誠 
(たかはし まこと) 

常務執行役員 顧問 

渡邉 聡史 
(わたなべ さとし) 

執行役員 － 

松平 雄一 

(まつだいら ゆういち) 
執行役員 － 

  （注）１．渡邉聡史氏は、当社グループの IT グループ株式会社の代表取締役社長であります。 

     ２．松平雄一氏は、当社グループの株式会社フォーユーの代表取締役社長であります。 

   

   

以 上 


