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平成 26 年４月 11 日 

各  位 

会 社 名 株式会社アークス   

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  横 山  清

(コード：9948 東証第一部、札幌)

問合せ先 取締役常務執行役員 

管理部門・コーポレート部門管掌 

    古 川  公 一

(TEL．011-530-1000)

 

 

社外取締役の選任並びに当社及び当社子会社の役員異動等に関するお知らせ 

 

当社は平成26年４月11日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役の選任並びに当社

及び当社子会社の役員異動等を内定いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、役員異動等につきましては、各社の定時株主総会、その後の取締役会、監査役会の決議

を経て、正式に決定する予定であります。 

 

記 

 

１．当社の役員異動等 

当社は、業務執行に対する監督機能の一層の強化を図り、経営の透明性をさらに向上させる

ことを目的として、社外取締役を選任することといたしました。 

 

（１）新任社外取締役候補 

氏名 

（生年月日） 

略歴 

佐伯 浩 

（昭和 16 年７月１日生） 

昭和 59 年４月 北海道大学工学部教授 

平成 13 年４月 北海道大学大学院工学研究科長・工学部長 

平成 15 年５月 北海道大学副学長 

平成 19 年５月 北海道大学総長 

平成 25 年４月 北海道大学名誉教授（現任） 

※就任日：平成26年５月27日 

 

 

（２）新任役員候補 

氏名 新役職名 旧役職名 

井上 浩一 
取締役執行役員コーポレート部門担

当兼情報システムグループ担当 

情報システムグループゼネラルマネ

ジャー 

遠藤 須美夫 取締役執行役員 ─ 

佐川 広幸 常勤監査役 ─ 
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※１．井上浩一、佐川広幸は平成26年５月27日付で就任する予定であります。 

※２．遠藤須美夫氏は、平成26年３月28日に発表いたしました「株式会社アークスと株式会社

ベルグループの株式交換による経営統合に向けた基本合意書締結に関するお知らせ」に

記載のとおり、株式会社ベルグループとの株式交換の効力発生を条件として、効力発生

予定日である平成26年９月１日付で就任する予定であります。 

※３．常勤監査役候補の佐川広幸は、現在当社連結子会社である株式会社東光ストアの常勤監

査役であります。 

 

（３）その他の役員異動等 

氏名 新役職名 旧役職名 

丸山 明 

執行役員ロジスティクスグループ兼

資材調達グループ兼店舗開発グルー

プ担当 

執行役員コーポレート部門担当 

竹永 徹雄 退任 取締役執行役員営業部門管掌 

本間 吉美 退任 常勤監査役 

※１．就任及び退任日：平成26年５月27日 

 

 

２．当社子会社の役員異動等 

 

【株式会社ラルズ】 

氏名 新役職名 旧役職名 

齋藤 英之 
取締役販売統括部販促企画部ゼネラ

ルマネジャー 

執行役員販売統括部販促企画部ゼネ

ラルマネジャー 

松尾 直人 

取締役商品統括部生鮮食品グループ

担当兼第４商品部ゼネラルマネジャ

ー兼ロジスティクスグループ担当 

執行役員商品統括部生鮮食品グルー

プ担当兼第４商品部ゼネラルマネジ

ャー兼ロジスティクスグループ担当

佐川 広幸 常勤監査役 ─ 

本間 吉美 退任 常勤監査役 

 ※就任及び退任日：平成 26 年５月 14 日 

 

 

【株式会社ユニバース】 

氏名 新役職名 旧役職名 

山川 哲生 取締役開発部長兼ＣＳＲ部担当 開発部長 

佐川 広幸 監査役 ─ 
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氏名 新役職名 旧役職名 

竹永 徹雄 退任 取締役営業支援部長兼ＣＳＲ部担当

本間 吉美 退任 監査役 

 ※就任及び退任日：平成 26 年５月 12 日 

 

 

【株式会社道南ラルズ】 

氏名 新役職名 旧役職名 

鍋谷 光明 執行役員スーパーアークス戸倉店長
執行役員ビッグハウスアドマーニ店

長 

佐川 広幸 監査役 ─ 

本間 吉美 退任 監査役 

 ※鍋谷光明は平成 26 年４月 12 日付で就任する予定であります。 

  佐川広幸、本間吉美は平成 26 年５月 27 日でそれぞれ就任及び退任する予定であります。 

 

 

【株式会社道東ラルズ】 

氏名 新役職名 旧役職名 

篠原 肇 代表取締役会長 取締役 

石山 和行 専務取締役 
専務取締役兼販売統括部担当兼店舗

サポートグループ担当 

酒井 浩仁 取締役販売統括部ゼネラルマネジャー
執行役員販売統括部店舗運営グルー

プゼネラルマネジャー 

渡邊 竜二 

取締役商品統括部ゼネラルマネジャー

兼一般食品グループゼネラルマネジャ

ー 

執行役員商品統括部一般食品グルー

プゼネラルマネジャー 

武士沢 秀樹 執行役員管理部ゼネラルマネジャー 管理部ゼネラルマネジャー 

佐川 広幸 監査役 ─ 

竹田 稔 退任 取締役商品統括部ゼネラルマネジャー

本間 吉美 退任 監査役 

※就任及び退任日：平成26年５月14日 
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【株式会社篠原商店】 

氏名 新役職名 旧役職名 

佐川 広幸 監査役 ─ 

本間 吉美 退任 監査役 

※就任及び退任日：平成26年５月14日 

 

 

【株式会社ジョイス】  

氏名 新役職名 旧役職名 

竹永 徹雄 取締役兼執行役員特命担当 ─ 

千代 茂 
執行役員販売部ゼネラルマネジャー

兼営業本部業務活性化担当 

販売部ゼネラルマネジャー兼営業本

部業務活性化担当 

佐川 広幸 監査役 ─ 

本間 吉美 退任 監査役 

※就任及び退任日：平成26年５月12日 

 

 

【株式会社イワイ】 

氏名 新役職名 旧役職名 

佐川 広幸 監査役 ─ 

本間 吉美 退任 監査役 

※就任及び退任日：平成26年５月14日 

 

 

【株式会社エルディ】 

氏名 新役職名 旧役職名 

佐川 広幸 監査役 ─ 

本間 吉美 退任 監査役 

※就任及び退任日：平成26年５月14日 

以上 


