
 

平成 30年４月 27日 

各 位 

会社名   ＪＢＣＣホールディングス株式会社 

代表者名  代 表 取 締 役 社 長  山 田  隆 司 

（コード番号 9889 東証第一部） 

問合せ先  執行役員  ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ担当 

松 尾   佳 子 

（ T E L  0 3 - 5 7 1 4 - 5 1 7 1 ） 

 

取締役候補者および取締役（監査等委員）候補者ならびに 
補欠の社外取締役（監査等委員）候補者選任についてのお知らせ 

 

 当社は本日開催の取締役会において、平成 30年６月 20日開催予定の第 54期定時株主総会に付議する

取締役候補者および取締役（監査等委員）候補者ならびに補欠の社外取締役（監査等委員）候補者の選

任について、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．取締役候補者 

氏   名       現役職名 

山田 隆司  代表取締役社長 

東上 征司  代表取締役 

谷口  卓  取締役 

三星 義明  取締役 

高橋 保時  取締役執行役員財務担当 

（新任）吉松 正三  － 

長谷川礼司  社外取締役 

（新任）井戸  潔  － 

・長谷川礼司および井戸 潔は、社外取締役候補者です。 

・取締役 一木一夫は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定です。 

 

２．取締役（監査等委員）候補者 

氏   名       現役職名 

今村 昭文  社外取締役 

（新任）赤坂 喜好  エグゼクティブアドバイザー 

（新任）渡辺 善子  － 

・今村昭文および渡辺善子は、社外取締役監査等委員の候補者です。 

・取締役常勤監査等委員の田邉雅章および社外取締役監査等委員の齊藤紀夫は、本定時 

株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定です。 

 

３．補欠の社外取締役（監査等委員）候補者 

氏   名       現役職名 

瀬尾 英重  補欠の社外取締役監査等委員 

 



 

＜新任＞取締役候補者の略歴 

 

氏  名  吉松 正三（よしまつ まさみ） 

生年月日  昭和 40年１月３日 

略  歴   

昭和 62年 ４月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 

平成 20年 １月 同社 システム製品事業 ストレージ事業部長 

平成 22年 １月 同社 クラウド・コンピューティング事業 営業開発担当 

平成 23年 ７月 同社 理事 ibm.com 事業 ビジネス・オペレーションズ担当 

平成 24年 １月 同社 理事 インサイド・セールス事業（ibm.com 事業）ＧＴＳ事業部長 

平成 25年 １月 ＪＢＣＣ株式会社 入社 理事ビジネス開発本部長 

平成 26年 ４月 同社 執行役員プラットフォーム・ソリューション事業部長 

平成 28年 ４月 同社 上級執行役員プラットフォーム・ソリューション事業部長 

平成 29年 ４月 同社 取締役常務執行役員ソリューション事業担当（現在） 

平成 29年 ４月 株式会社アイ・ラーニング 取締役（現在） 

平成 29年 ４月 ＪＢアドバンスト・テクノロジー株式会社 取締役（現在） 

 

 

 

＜新任＞社外取締役候補者の略歴 

 

氏  名  井戸 潔 （いど きよし） 

生年月日  昭和 30年 11月 23日 

略  歴   

昭和 53年 ４月 安田火災海上保険株式会社 入社 

平成 14年 ６月 安田火災システム開発株式会社 代表取締役社長 

平成 14年 ７月 株式会社損保ジャパン・システムソリューション 代表取締役社長 

平成 19年 ４月 株式会社損害保険ジャパン 執行役員 

平成 21年 ４月 損保ジャパンひまわり生命保険株式会社 取締役常務執行役員 

平成 22年 ４月 同社 取締役専務執行役員 

平成 23年 10月 ＮＫＳＪひまわり生命保険株式会社 取締役専務執行役員 

平成 25年 ６月 株式会社かんぽ生命保険 専務執行役 

平成 25年 ７月 かんぽシステムソリューションズ株式会社 取締役 

平成 28年 ６月 株式会社かんぽ生命保険 取締役兼代表執行役副社長 

平成 29年 ６月 かんぽシステムソリューションズ株式会社 取締役副会長（現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜新任＞取締役（監査等委員）候補者の略歴 

 

氏  名  赤坂 喜好（あかさか きよし） 

生年月日  昭和 29年 2月 20日 

略  歴 

昭和 51年 ５月 当社 入社 

平成 13年 ６月 当社 取締役中部事業部長 

平成 15年 ６月 当社 取締役執行役員ネットワーク事業部長 

平成 16年 ４月 当社 取締役執行役員事業開発担当 

平成 17年 ４月 当社 取締役執行役員医療ソリューション事業部長 

平成 18年 ４月 日本ビジネスコンピューター株式会社(※) 取締役執行役員医療ソリューション事業部長 

平成 20年 ４月 ＪＢアドバンスト・テクノロジー株式会社 取締役常務執行役員ソフトウェア事業部長 

平成 22年 ４月 同社 代表取締役社長 

平成 23年 ６月 当社 取締役 

平成 26年 １月 当社 取締役専務執行役員事業戦略担当 

平成 27年 ４月 ＪＢＣＣ株式会社 取締役専務執行役員クラウド事業担当 

平成 29年 ４月 当社 取締役専務執行役員事業戦略・事業開発担当 

平成 29年 ７月 当社 エグゼクティブアドバイザー（現在） 

 (※)平成 18年 4月に日本ビジネスコンピューター株式会社は、純粋持株会社であるＪＢＣＣホールディングス株式

会社へ移行し、事業会社として新生 日本ビジネスコンピューター株式会社が発足。同社は平成 24年４月にＪＢＣＣ

株式会社へ社名変更。 

 

＜新任＞社外取締役（監査等委員）候補者の略歴 

 

氏  名  渡辺 善子（わたなべ よしこ） 

生年月日  昭和 23年 12月 13日生 

略  歴 

昭和 46年 ４月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 

平成 ４年 １月 同社 製造第一統括営業本部統括ＳＥ部長 

平成 ６年 １月 同社 ソリューション統括本部クライアント・サーバー・開発センター長 

平成 ７年 ９月 IBM Corporation Project Executive(ニューヨーク) 

平成 13年 ４月 IBM Asia Pacific Service Corporation Director 

平成 15年 １月 日本アイ・ビー・エム株式会社 理事 システム・テクニカル・サービスセンター担当 

平成 18年 ３月 同社 常勤監査役 

平成 19年 10月 公益社団法人日本監査役協会 常任理事 

平成 24年 ７月 日本アイ・ビー・エム株式会社 顧問 

平成 26年 １月  一般社団法人ＰＭＩ日本支部監事（現在） 

平成 26年 ６月 株式会社日本政策金融公庫 社外取締役（現在） 

 

 

 

 

以上 


