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取締役候補者の選任に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2019 年６月 20 日開催予定の第 32 期定時株主総

会に付議する取締役候補者を下記の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者 

（2019 年６月 20 日開催予定の第 32 期定時株主総会に付議） 

 

２．監査等委員である取締役候補者  

（2019 年６月 20 日開催予定の第 32 期定時株主総会に付議）  

氏  名 新役職名 現役職名 

松川 誠志 取締役 監査等委員（新任） ― 

 

３．退任予定監査等委員である取締役 

氏  名 現役職名 

香西 哲雄 取締役 監査等委員 

 

氏  名 新役職名 現役職名 

小澤 康二 代表取締役社長 代表取締役社長 

小泉 一郎 取締役 取締役 

小田 将史 取締役 取締役 

松岡 洋平 取締役（新任） ― 

清水 郁男 取締役（新任） ― 

平川 真淳 取締役（新任） ― 



（ご参考） 

新任取締役候補者の略歴等 

氏  名：松岡 洋平（まつおか ようへい） 

生年月日：1980 年 12 月９日 

略歴 

2003 年４月 

2006 年６月 

2007 年６月 

2011 年 10 月 

2014 年９月 

2017 年６月 

2018 年３月 

2018 年４月 

2018 年４月 

2019 年４月 

アーサー・D・リトル（ジャパン）入社 

株式会社シンク入社 

ライフネット生命保険株式会社入社 

Williamson Dickie Japan limited 入社 副社長 

スマートニュース株式会社入社 マーケティングディレクター 

RIZAP グループ株式会社入社 

株式会社日本文芸社取締役（現任） 

株式会社メルディア RIZAP 湘南スポーツパートナーズ（現任） 

株式会社湘南ベルマーレ取締役（現任） 

RIZAP インベストメント株式会社取締役（現任） 

所有する当社株式数： 0 株 

 

氏  名：清水 郁男（しみず いくお） 

生年月日：1963 年６月 20 日 

略歴 

1985 年４月 

2002 年７月 

2004 年２月 

2017 年４月 

2019 年５月 

三光産業株式会社 

株式会社エス・ワイ・エス代表取締役（現任） 

株式会社アートブレスト取締役 

北斗印刷株式会社代表取締役（現任） 

RIZAP インベストメント株式会社取締役（現任） 

所有する当社株式数： 0 株 

 

氏  名：平川 真淳（ひらかわ まさあつ） 

生年月日：1959 年９月 30 日 

略歴 

1983 年４月 

2016 年４月 

2018 年５月 

2018 年５月 

2018 年５月 

2018 年５月 

2018 年６月 

2018 年６月 

2019 年３月 

2019 年３月 

2019 年４月 

2019 年４月 

2019 年４月 

2019 年４月 

2019 年４月 

2019 年４月 

ニチメン株式会社（現双日株式会社）入社 

同社執行役員 

RIZAP グループ株式会社入社 

エムシーツー株式会社代表取締役（現任） 

IT グループ株式会社取締役（現任） 

株式会社フォーユー取締役（現任） 

株式会社五輪パッキング取締役（現任） 

株式会社 GORIN（現 RIZAP インベストメント株式会社）取締役 

RIZAP インベストメント株式会社代表取締役（現任） 

株式会社日本文芸社取締役（現任） 

RIZAP グループ株式会社執行役員（現任） 

北斗印刷株式会社取締役（現任） 

株式会社エス・ワイ・エス取締役（現任） 

創建ホールディングス株式会社取締役（現任） 

創建ホームズ株式会社取締役（現任） 

ランドパートナー株式会社取締役（現任） 

所有する当社株式数： 0 株 



新任監査等委員である取締役候補者の略歴等 

氏  名：松川 誠志（まつかわ さとし） 

生年月日：1978 年 11 月５日 

略歴 

2002 年４月 

2005 年４月 

2008 年７月 

2010 年３月 

2010 年７月 

2012 年９月 

2016 年７月 

2017 年６月 

2018 年７月 

 

2019 年４月 

朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入社 

公認会計士登録 

金融庁検査局へ出向 

米国公認会計士（ワシントン州）登録 

有限責任 あずさ監査法人 金融事業部へ復帰 

株式会社 KPMG FAS 入社 

株式会社日本政策投資銀行へ出向 

Alliance Manchester Business School Global MBA 

RIZAP グループ入社 グループ管理本部グループ戦略推進部グ

ループ管理ユニット 

同社経営企画本部経営戦略部 

所有する当社株式数： 0 株 

 

以上 


