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取締役および監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 10 月 25 日開催の臨時取締役会において、平成 28 年 11 月 25 日開催予定の第 17
期定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 取締役候補者の選任
在任取締役４名全員は、第 17 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、
取締役４名の再任および新任予定の４名の取締役選任に関する議案を付議するものであります。取締役
候補者は以下のとおりです。
（１）取締役候補者
氏名
現役職
新任・重任
中村 利江
代表取締役社長
重任
金子 正裕
取締役
重任
洲﨑 由佳
取締役
重任
三尾谷 淳
執行役員
新任
舛田 淳
－
新任
長福 久弘
－
新任
中島 賢
取締役
重任
光定 洋介
－
新任
※各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
※中島賢氏、舛田淳氏、長福久弘氏、光定洋介氏は、社外取締役候補者であります。
※当社は、中島賢氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任さ
れた場合は、独立役員としての届け出を継続いたします。また、光定洋介氏は、同所が定める独立役
員の要件を満たしており、同氏が取締役に選任された場合、独立役員として届け出を行う予定であり
ます。
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（２）新任取締役候補者の略歴
氏名
（生年月日）

所有
する
当社の
株式数

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

昭和 50 年４月 日産自動車株式会社 入社
昭和 55 年７月 日本自動変速機株式会社（現：ジャトコ株式会社）
出向
昭和 58 年７月 日産自動車株式会社 出向復帰
平 成 ８ 年 ７ 月 鬼怒川ゴム工業株式会社 出向
平成 12 年６月 同社 転籍
三尾谷 淳
平成 14 年４月 同社執行役員就任
（昭和 26 年６月３日） 平成 18 年６月 同社取締役常務執行役員 最高財務責任者 就任
平成 23 年４月 天津星光橡塑有限公司 董事長就任
福州福光橡塑有限公司 董事長就任
鬼怒川橡塑（広州）有限公司 董事長就任
鬼怒川橡塑（蕪湖）有限公司 董事長就任
平成 26 年７月 株式会社イオンファンタジー 嘱託契約
平成 28 年９月 夢の街創造委員会株式会社 執行役員就任（現任）
平成 19 年 11 月 百度株式会社（現：バイドゥ株式会社）取締役副社
長就任
平成 20 年 10 月 ネイバージャパン株式会社（現：LINE 株式会社）入
社 事業戦略室長就任
平成 23 年６月 ジェイ・リスティング株式会社（現：LINE Business
Partners 株式会社）取締役就任
平成 24 年１月 LINE 株式会社 執行役員事業戦略室長就任
平成 25 年３月 同社執行役員事業戦略室長 兼 マーケティングコ
ミュニケーション室長就任
平成 26 年３月 LINE Business Partners 株式会社 社外取締役就任
平成 26 年４月 LINE 株式会社 上級執行役員 CSMO 事業戦略室長就
任
平成 26 年５月 LINE Pay 株式会社 代表取締役就任（現任）
舛田 淳
LINE Bros.株式会社 代表取締役就任
（昭和 52 年４月 22 日）
LINE BIZ+ PTE.LTD. 取締役就任（現任）
平成 26 年６月 LMG 株式会社（現：LINE Book Distribution 株式会
社） 代表取締役就任（現任）
平成 26 年８月 LINE 株式会社 上級執行役員 CSMO エンターテイメ
ント事業部長就任
平成 26 年９月 LINE Ventures 株式会社 代表取締役就任（現任）
平成 26 年 10 月 Epic Voyage 株式会社 取締役就任（現任）
平成 26 年 11 月 株式会社グリーンモンスター 取締役就任（現任）
平成 26 年 12 月 Bonsai Garage 株式会社 取締役就任
LINE MUSIC 株式会社 代表取締役就任（現任）
平成 27 年２月 株式会社 AUBE 代表取締役就任（現任）
平成 27 年４月 LINE 株式会社 取締役 CSMO 事業戦略室長就任
平成 28 年１月 同社取締役 CSMO（現任）
平成 28 年６月 LINE モバイル株式会社 取締役就任（現任）

2,500

－
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氏名
（生年月日）

平成 17 年４月
平成 18 年８月
平成 20 年４月
長福 久弘
平成 21 年２月
（昭和 57 年 12 月 29 日） 平成 25 年５月

所有
する
当社の
株式数

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

株式会社アドバンテージ 入社
マジックアイスジャパン株式会社 入社
ターボリナックス株式会社 入社
株式会社ライブドア（現：LINE 株式会社）入社
LINE Business Partners 株式会社 出向 広告部シ
ニアマネージャー就任
平成 26 年３月 同社代表取締役就任（現任）
平成 27 年２月 株式会社 AUBE 取締役就任（現任）
昭和 61 年４月 株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら
銀行） 入行
平成７年８月
Nippon Credit Gartmore Investment Management Ltd.
（London） 出向
平成９年 11 月 ガートモア・アセットマネジメント株式会社（現ヘ
ンダーソン・グローバル・インベスターズ・ジャパ
ン株式会社） 出向
平成 11 年８月 同社 転籍
平成 11 年 10 月 ユニゾン・キャピタル株式会社 入社
平成 14 年５月 株式会社東ハト 監査役就任
平成 14 年７月 有限会社ボルサ 取締役（現任）
平成 16 年５月 株式会社ドラッグイレブン 監査役就任
光定 洋介
平成 16 年６月 オリエント信販株式会社 監査役就任
(昭和 38 年 12 月 24 日生)
株式会社マインマート・ホールディングス 監査役
就任
平成 17 年３月 あすかアセットマネジメントリミテッド（現あすか
アセットマネジメント株式会社） 入社
平成 19 年４月 産業能率大学 経営学部 准教授就任
平成 23 年４月 あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社
ファンディングパートナーエメリタス就任
平成 24 年４月 産業能率大学 経営学部 教授（現任）
平成 25 年７月 あすかアセットマネジメント株式会社 チーフファ
ンドマネージャー就任（現任）
平成 25 年８月 あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社 取締
役ファンディングパートナー就任（現任）

－

－
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２． 監査役候補者の選任
在任監査役のうち１名は、第 17 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、再任いただ
くとともに、監査機能強化のため、新たに監査役１名の選任議案を付議するものであります。なお、本
議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。監査役候補者は以下のとおりです。
（１）監査役候補者
氏名
現役職
新任・重任
赤塚 宏
監査役
重任
奇 高杆
監査役
新任
※各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
※赤塚宏氏、奇高杆氏は社外監査役候補者であります。
※当社は、赤塚宏氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任さ
れた場合は、独立役員としての届け出を継続いたします。
（２）新任監査役候補者の略歴
氏名

所有
する
当社の
株式数

略歴、当社における地位及び担当

（生年月日）

（重要な兼職の状況）

平成 14 年 11 月
平成 18 年６月
平成 20 年６月
平成 23 年１月
平成 25 年７月
平成 25 年 10 月
奇 高杆
平成 25 年 11 月
（昭和 51 年 10 月 25 日） 平成 26 年５月
平成 26 年９月
平成 27 年１月
平成 28 年５月
平成 28 年６月

サミル会計法人（PWC） 入所
LINE 株式会社 入社
NHN Corporation（現：NAVER Corporation） 転籍
LINE 株式会社 財務経理室長就任
同社執行役員財務経理室長就任（現任）
同社 転籍
LINE Fukuoka 株式会社 取締役就任
LINE Pay 株式会社 取締役就任（現任）
LINE Plus Corporation 監査役就任（現任）
LINE Biz Plus Corporation 監査役就任（現任）
LINE C&I Corporation 監査役就任（現任）
LINE Friends Corporation 監査役就任（現任）
LINE Fukuoka 株式会社 監査役就任（現任）
LINE モバイル株式会社 監査役就任（現任）

－

以 上
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