
   

   
 

平成 24 年 4 月 16 日 
 

各      位 
 

会 社 名  株式会社 セキド 
代表者名  代表取締役社長 関戸正実 
（コード番号 9878 東証第２部） 
問合せ先  取締役執行役員管理部長 弓削英昭 
（TEL．03－6279－0560） 

 

役員の異動（平成 24 年５月 18 日予定）に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 24 年４月 16 日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の異動を内定しま

したのでお知らせいたします。 

なお、この人事は平成 24 年 5 月 18 日開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会を経て正

式決定する予定です。 

 

記 
１．代表者の異動 

該当事項はありません。 
 

２．その他の役員の異動 
①新任取締役候補 
 

新役職名 氏名 略歴等 

取締役 小手川大助 

 

 昭和 50 年 ３月 東京大学法学部卒業 
昭和 50 年 ４月 大蔵省（現財務省）入省 
昭和 54 年 ６月 スタンフォード大学大学院経営学修士（ＭＢＡ）
平成 ８年 ６月 大蔵省証券局業務課長 
平成 10 年 ６月 金融監督庁監督総括課長 
平成 15 年 ７月 財務省大臣官房審議官 
平成 17 年 ７月 同省関東財務局長 
平成 18 年 ７月 同省理財局次長 
平成 19 年 ７月 ＩＭＦ日本政府代表理事 
平成 23 年 ２月 キヤノングローバル戦略研究所研究主幹（現任）
平成 23 年 ５月 株式会社パルコ社外取締役（現任） 

取締役 劉 海涛  平成 ７年 ３月 東京商船大学流通情報工学部卒業 
平成 ７年 ４月 株式会社亜土電子工業入社 
平成 11 年 ７月 株式会社ストリーム代表取締役社長 
平成 14 年 11 月 上海思多励国際貿易有限公司董事長（現任） 
平成 21 年 ３月 株式会社特価ＣＯＭ代表取締役社長（現任） 
平成 21 年 ４月 株式会社イーベスト代表取締役社長（現任） 
平成 22 年 ６月 株式会社リミックスポイント社外取締役（現任）
平成 24 年 ３月 株式会社ストリーム代表取締役社長 

兼営業本部長（現任） 

※小手川大助氏及び劉 海涛氏は、社外取締役候補者であります。 
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②新任監査役候補 
 

新役職名 氏名 略歴等 

監査役 清水 勝士 昭和 38 年 ３月 広島県立庄原実業高等学校卒業 
昭和 39 年 ２月 大蔵省（現財務省）神戸税関入省 
昭和 48 年 10 月 同省主計局司計課兼主計企画官付 
平成 12 年 ７月 同省主計局司計課長兼会計センター次長 
平成 14 年 ７月 財務省東北財務局長 
平成 15 年 ７月 同省大臣官房付 
平成 15 年 ８月 国民年金基金連合会常務理事 
平成 19 年 ８月 独立行政法人日本学生支援機構参与 
平成 22 年 ６月 バルクホールディング株式会社社外監査役 

（現任） 

監査役 
 

髙野 民治  昭和 48 年 ３月 京都大学農学部中退 
昭和 48 年 ４月 ナミレイ株式会社入社 
昭和 60 年 ２月 株式会社朝日工業社入社 
平成 16 年 ６月 同社取締役 
平成 21 年 ６月 同社専務取締役営業本部長 
平成 23 年 ６月 同社（常勤）相談役 
平成 24 年 ４月 同社（非常勤）相談役（現任） 

※清水勝士氏及び髙野民治氏は、社外監査役候補者であります。    
  

   ③退任予定取締役     
    取締役      井上 淳 
    取締役      関戸 弘志（当社執行役員経理部長に就任予定） 

     

      ④退任予定監査役 

    監査役（常勤）  天木 清次 
    監査役      室井 久磨   

    

 

 ３．ご参考 

平成 24 年５月 18 日開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会、監査役会を経て予定して

いる役員体制 

    ≪役員≫ 

≪役位≫     ≪氏名≫     ≪担当≫ 

代表取締役社長   関戸 正実   営業本部長兼ファッション事業部長 

取締役 執行役員  横川 雅朗   家電事業部長 

取締役 執行役員  弓削 英昭   管理部長 

取締役 執行役員  福田 健    社長補佐担当 

取締役       関戸 薫子    

社外取締役     小手川大助 

社外取締役     劉 海涛 

社外監査役（常勤） 清水 勝士 

社外監査役     杉井 孝 

社外監査役     髙野 民治 

         執行役員      関戸 弘志   経理部長 

 

 
以 上 


