
 

 

2011 年 3 月 14 日 
報道関係各位 

 
株式会社リクルート（本社：東京都千代田区 代表取締役社長兼 CEO：柏木斉）は、下

記のとおり取締役・監査役の異動を内定、執行役員・専門役員の異動を決定いたしました

のでお知らせ致します。取締役・監査役の異動は、6 月下旬開催予定の第 51 回定時株主総

会での選任を条件として、正式決定されます。 
 

記 

 

Ⅰ：株式会社リクルート役員人事 
 

氏名 

1.取締役の異動 
 
（1）新任取締役候補（6 月下旬開催予定の株主総会日にて決定）  

新役職 （現役職） 
佐川 恵一 取締役兼執行役員 執行役員 

 
（2）退任取締役（6 月下旬開催予定の株主総会終結時をもって任期満了につき） 

氏名 退任後役職 （現役職） 
釘崎 広光 執行役員 取締役兼執行役員 

  ※釘崎広光は、2011 年 10 月顧問就任予定 
 
 

氏名 

2.監査役の異動 
 
 （1）新任監査役候補（6 月下旬開催予定の株主総会日にて決定） 

新役職 
中村 直人 監査役（非常勤） 

  
（2）退任監査役（6 月下旬開催予定の株主総会終結時をもって任期満了につき） 

氏名 （現役職） 
中島 茂 監査役（非常勤） 
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氏名 

3.執行役員の異動 
 
（1）昇格及び新任執行役員 （2011 年 4 月 1 日） 

新役職 （現役職） 
峰岸 真澄 専務執行役員 常務執行役員 

 
岡 登志雄 執行役員 （株）スタッフサービス・ホールディングス 

代表取締役常務 
葛原 孝司 執行役員 戸建・流通・賃貸カンパニー 

カンパニー長 
柳川 昌紀 執行役員 分譲マンションカンパニー 

カンパニー長 

 
（2）退任執行役員 （2011 年 3 月 31 日） 

氏名 退任後役職 （現役職） 
尾形 宏明 専門役員 執行役員 
佐々木 文裕 顧問 執行役員 

 

氏名 

4.専門役員の異動 
 
競争環境が急激に変化していく中で、社会に新しい価値を提供し続けていくために、事

業執行を担う執行役員とは別に、特定の分野における高度な専門性を発揮して事業運営に

貢献する専門役員制度を新設いたします。 
 
（1）新任専門役員 （2011 年 4 月 1 日） 

新役職 （現役職） 
大久保 幸夫 専門役員 ワークス研究所 所長 

尾形 宏明 専門役員 執行役員 
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Ⅱ.主要子会社の代表取締役の異動 
 

氏名 

1.代表取締役社長の異動 （各社の取締役会にて選任予定） 
 

新役職 就任日 （現役職） 
水谷 智之 （株）リクルートエージェント 

代表取締役社長 

2011 年 4 月 1 日 常務執行役員 

岡 登志雄 （株）スタッフサービス・ホールディングス 

代表取締役社長 

2011 年 4 月 1 日 代表取締役常務 

奥本 英宏 （株）リクルートマネジメントソリューションズ 

代表取締役社長 

2011 年 10 月 1 日 執行役員 

 
Ⅲ.グループ会社間事業統合について 
 

2011 年 10 月 1 日付で、（株）リクルートマネジメントソリューションズのインフローソ

リューション事業部（適性テストや面接者トレーニング等の選考支援サービスを提供）を、

会社分割により（株）リクルートに統合する。 

 
 
 
 
＜以下参考＞ 
■参考 1：取締役及び監査役一覧 

●取締役 （6 月下旬開催予定の株主総会日にて決定） 
  代表取締役     柏木 斉 

   取締役       佐川 恵一 
   取締役       中村 恒一 
   取締役       本田 浩之 
   取締役       峰岸 真澄 
   取締役       本原 仁志 
 
 ●監査役 （中村直人は、6 月下旬開催予定の株主総会日にて決定） 

   監査役（常勤）   島 宏一 
   監査役（非常勤）  中條 邦宏 
   監査役（非常勤）  中村 直人 
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氏名 
■参考 2：執行役員一覧（2011 年 4 月 1 日付） 

役職 担当領域 
柏木 斉 社長 ＣＥＯ 

中村 恒一 副社長 事業統括本部（本部長） 

本田 浩之 専務執行役員 事業統括本部（副本部長） ※GHR 領域担当 

峰岸 真澄 
 

専務執行役員 事業統括本部（副本部長） ※IMC 領域担当 
全社 WEB 戦略室、MIT United 

鬼頭 秀彰 常務執行役員 HR エリアカンパニー 

本原 仁志 常務執行役員 グローバル推進、中国販促、グローバル派遣 

池内 省五 執行役員 経営企画室、人事支援室 

岡 登志雄 執行役員 （株）スタッフサービス・ホールディングス 

釘崎 広光 執行役員 コンプライアンス、ソリューションカンパニー 

草原 繁 執行役員 HR カンパニー 

葛原 孝司 執行役員 住宅カンパニー 

佐川 恵一 執行役員 経理財務、法務、総務、投資マネジメント室 
コーポレートコミュニケーション 

瀬口 篤紀 執行役員 ローカルプロモーション開発室 

冨塚 優 執行役員 カスタマーアクションプラットフォームカンパニー 

中川 二博 執行役員 ブライダルカンパニー 

長嶋 由紀子 執行役員 派遣カンパニー 

藤原 章一 執行役員 自動車カンパニー 

水谷 智之 執行役員 斡旋カンパニー 

村井 満 執行役員 アジア斡旋 

森 英文 執行役員 HR エリアカンパニー（ネットマーケティング DV） 

柳川 昌紀 執行役員 住宅カンパニー 
（SUUMO ネット推進室、分譲マンション DV） 

 

氏名 
■参考 3：専門役員一覧（2011 年 4 月 1 日付） 

新役職 担当領域 
大久保 幸夫 専門役員 ワークス研究所 所長 

尾形 宏明 専門役員 グローバル戦略 アライアンス担当 

 
 
 

【本件に関するお問い合わせ先】 

https://www.recruit.jp/support/inquiry_press.html 
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