
2014年2月26日

株式会社リクルートホールディングス（本社：東京都千代田区 代表取締役社長兼ＣＥＯ：峰岸真澄）は、

本日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者・監査役候補者を決定致しましたので

お知らせ致します。海外事業を加速させる中、業務執行に対する監督機能の強化を図り、また経営の透明性

をさらに向上させることを目的に、社外取締役制度の導入を決定いたしました。尚、取締役・監査役の異動

は、6月下旬開催予定の第54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。

社外取締役・監査役候補者の選任に関するお知らせ

記

Ⅰ.取締役・監査役の異動

1.新任社外取締役候補（6月下旬開催予定の株主総会日にて決定）

氏名 現役職

大八木 成男
帝人株式会社 代表取締役社長執行役員 ＣＥＯ

※2014年4月1日より取締役会長就任予定

新貝 康司 日本たばこ産業株式会社 代表取締役副社長

2.退任予定取締役（6月下旬開催予定の株主総会日をもって任期満了）

氏名 新役職 現役職

柏木 斉 相談役 （取締役相談役）

中村 恒一 相談役 （取締役相談役）

3.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）

氏名 新役職 現役職

藤原 章一 監査役（常勤）
（(株)リクルートマーケティング

パートナーズ 執行役員）
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Ⅱ.新任候補者 略歴

1.新任社外取締役候補者 略歴

2.新任監査役候補者 略歴

氏名
(生年月日）

略歴

ふじわら あきひと

藤原 章一
（1962年9月8日）

1986年 8月 株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社

2000年 4月 事業スタッフグループ FIT 1部 エグゼクティブマネジャー

※FIT（Federation of IT）=全社横断の情報システム部門

2004年 4月 FIT フェデレーションエグゼクティブオフィサー

2006年 4月 執行役員

2012年10月 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ 執行役員

氏名
（生年月日）

略歴

おおや ぎ しげお

大八木 成男
（1947年5月17日）

1971年 3月 帝人株式会社 入社

1992年 2月 医薬営業企画部長

1999年 6月 執行役員 （東京支店長）

2001年 6月 常務執行役員 （医薬営業部門長補佐）

2002年 6月 帝人グループ専務執行役員（医薬事業本部長）

2005年 6月 常務取締役

（ＣＩＯ 兼 医薬医療事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 兼 帝人ﾌｧｰﾏ (株)代表取締役社長）

2006年 6月 専務取締役

（ＣＩＯ 兼 医薬医療事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 兼 帝人ﾌｧｰﾏ (株)代表取締役社長）

2008年 6月 代表取締役社長 ＣＥＯ

2010年 6月 代表取締役社長執行役員 ＣＥＯ

しんがい やすし

新貝 康司
（1956年1月11日）

1980年 4月 日本専売公社（現 日本たばこ産業株式会社）入社

2001年 7月 財務企画部長

2004年 6月 執行役員 財務グループリーダー 兼 財務企画部長

2004年 7月 執行役員 財務責任者

2005年 6月 取締役 執行役員財務責任者

2006年 6月 取締役 JT International S.A. Executive Vice President

2011年 6月 取締役 執行役員 海外たばこ事業担当

2011年 6月 代表取締役副社長
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＜以下参考＞

■参考1：取締役及び監査役一覧（6月下旬開催予定の株主総会日にて決定）

■参考2：執行役員一覧（2014年4月1日付）

氏名 役職 担当領域

峰岸 真澄 社長兼ＣＥＯ ―

池内 省五 常務執行役員 海外事業統括

鬼頭 秀彰 常務執行役員 （株）スタッフサービス・ホールディングス 代表取締役社長

草原 繁 常務執行役員 中長期戦略、経営企画、人事統括

佐川 恵一 常務執行役員 ファイナンス統括、管理統括、内部統制

本原 仁志 常務執行役員 グローバル派遣

出木場 久征 執行役員 グローバルオンラインHR

岡 登志雄 執行役員 グローバル派遣

北村 吉弘 執行役員 （株）リクルートライフスタイル 代表取締役社長

葛原 孝司 執行役員 グローバル斡旋

小林 大三 執行役員 国内事業統括、IT戦略

冨塚 優 執行役員 （株）リクルートマーケティングパートナーズ 代表取締役社長

長嶋 由紀子 執行役員 （株）リクルートスタッフィング 代表取締役社長

野口 孝広 執行役員 （株）リクルート住まいカンパニー 代表取締役社長

水谷 智之 執行役員 （株）リクルートキャリア代表取締役社長

柳川 昌紀 執行役員 （株）リクルートジョブズ代表取締役社長

渡邉 一正 執行役員 グローバル販促、グローバル事業開発

役職 氏名 担当管掌

代表取締役 峰岸 真澄 ＣＥＯ、内部監査、Recruit Institute of Technology

取締役 池内 省五 海外事業本部、R&D本部

取締役 草原 繁 中長期戦略本部、経営企画本部、人事本部、国内事業本部

取締役 佐川 恵一 管理本部

社外取締役 大八木 成男（新任） ―

社外取締役 新貝 康司（新任） ―

監査役（常勤） 島 宏一 ―

監査役（常勤） 藤原 章一（新任） ―

監査役（非常勤） 武内 英史 ―

監査役（非常勤） 中村 直人 ―
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＜以下参考＞

■参考3：専門役員一覧（2014年4月1日付）

氏名 役職 担当領域

大久保 幸夫 専門役員 リクルートワークス研究所

尾形 宏明 専門役員 海外事業統括
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