
 
 
 

平成 30年５月９日 
各 位 

会 社 名 富士ソフトサービスビューロ株式会社 
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 佐 藤  諭 

（コード番号：6188 東証ＪＡＳＤＡＱ） 
問合せ先 常務取締役管理本部長 小 木 曽  雅 浩 

（TEL. 03-5600-1731） 

 

役員の異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成 30 年５月９日開催の取締役会において、平成 30 年６月 27 日開催予定の第 35 回定時株

主総会に付議する取締役および監査役候補者につきまして、下記の通り決定いたしましたのでお知らせ

いたします。 

なお、役員人事につきましては、定時株主総会の決議およびその後の取締役会をもって正式に決定する

予定です。 

 

 

記 

 

１．取締役の異動 

 （１）新任取締役候補者 

     松倉   哲（まつくら あきら） 

      ※ 松倉哲氏は、会社法第２条 15号に定める社外取締役の候補者であります。 

        なお、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、 

        独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 

 

 （２）重任取締役候補者 ＜＞は現職 

     貝塚   隆（かいづか たかし）     ＜取締役会長＞ 

     佐藤   諭（さとう  さとし）     ＜代表取締役社長＞ 

     黒滝   司（くろたき つかさ）     ＜常務取締役＞ 

     小木曽雅浩（こぎそ まさひろ）     ＜常務取締役＞ 

          木本  收（きもと  おさむ）     ＜取締役(社外)＞ 

 

 （３）退任予定取締役   ＜＞は現職 

     渡辺 健司（わたなべ けんじ）     ＜常務取締役＞  ※任期満了 

     五島 奉文（ごとう ともゆき）     ＜取締役(社外)＞  ※任期満了 



２．監査役の異動 

 （１）新任監査役候補者 

     作野 勝英（さくの かつひで） 

神田 博則（かんだ ひろのり） 

      ※ 神田博則氏は、会社法第２条 16号に定める社外監査役の候補者であります。 

        なお、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、 

        独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 

 

 （２）退任予定監査役 

     中原 利彦（なかはら としひこ）    ＜常勤監査役＞ 

     松倉   哲（まつくら あきら）     ＜監査役(社外)＞ 

 

３．新役員体制 

 以上の異動により、平成 30年６月 27日付にて、当社の役員体制は以下の通りとなる予定です。 

 （１）取締役 

           取締役会長    貝塚  隆 

         代表取締役社長    佐藤  諭 

           常務取締役    黒滝  司 

常務取締役    小木曽雅浩 

取締役(社外)    松倉   哲（新任） 

取締役(社外)    木本  收 

 （２）監査役 

           常勤監査役    作野  勝英（新任） 

         監査役(社外)    中込 一洋 

          監査役(社外)    神田 博則（新任） 

 

４．ご参考 

 （１）取締役候補者 略歴 

氏名/生年月日 略 歴 

 

(まつくら あきら) 

松倉   哲 

（昭和 25年７月 19日生） 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 45 年５月 株式会社富士ソフトウエア研究所（現 富士ソフト 

株式会社）入社 

平成 11年３月 勧角コンピュータシステム株式会社（現 株式会社 

ＤＳＢ情報システム）代表取締役社長 

平成 13年４月 富士ソフトエービーシ株式会社（現 富士ソフト 

        株式会社）代表取締役社長 

平成 16年６月 同社 取締役副会長 

平成 16 年９月 株式会社東証コンピュータシステム 代表取締役社長  

平成 22年６月 同社 取締役会長  

平成 25年６月 同社 監査役（現任） 

平成 27 年６月 当社 社外監査役（現任） 



 （２）監査役候補者 略歴 

氏名/生年月日 略 歴 

 

(さくの かつひで) 

作野 勝英 

（昭和 31年１月７日生） 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 53年 ４月 株式会社オリエントコーポレーション 入社 

昭和 62 年 ４月 同社 大津支店長 

平成 ２年 ４月 同社 黒崎支店長 

平成 ５年 ３月 同社 鹿児島支店長 

平成 ６年 10月 同社 沖縄支店長 

平成 ９年 10月 同社 千葉支店長 

平成 15 年 ９月 同社 営業店本部(中部)部長 

平成 17年 ４月 同社 新事業推進部長 

平成 18 年 10月 同社 住宅リフォーム営業部長 

平成 20 年 ６月 株式会社ビジネスオリコ 取締役 

平成 27年 ６月 同社 取締役退任 

平成 30 年 ２月 当社 顧問（現任） 

氏名/生年月日 略 歴 

 

(かんだ ひろのり) 

神田 博則 

（昭和 44年８月６日生） 

 

 

平成 ６年４月 国民金融公庫（現 日本政策金融公庫）入庫 

平成 10年４月 佐野税理士事務所 入所 

平成 14年４月 山田ビジネスコンサルティング株式会社 入社 

平成 15年３月 税理士登録 

平成 17年３月 クリフィックス税理士法人 入社  

平成 25 年３月 神田税理士事務所 開設（現任） 

 

以上 

 

 

 

 


