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2022年４月28日 

各 位 

                           会 社                 株式会社 リテールパートナーズ 

                           代表者名   代表取締役社長 田中 康男 

                                 （ｺｰﾄﾞ 8167 東証プライム市場） 

                             問合せ先  専務取締役   清水 実 

                                             電話番号  （0835）20-2477 

 

当社の取締役候補者の選任及び子会社役員の異動等に関するお知らせ 

 

 当社は、2022年４月28日開催の取締役会において、取締役候補者を内定し、2022年５月26日開催予定の

第69期定時株主総会にその選任を付議することを決議しましたのでお知らせいたします。 

また、当社の子会社役員の異動等につきましても併せてお知らせいたします。 

 

 

記 

 

１．取締役（監査等委員である取締役を除く）の選任 

 

（１）選任の理由 

   任期満了に伴う異動 

 

（２）取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者名（2022年５月26日付） 

新役職名 氏  名 
 

現役職名 

代表取締役会長 斉田 敏夫 重任 代表取締役会長 

代表取締役社長 田中 康男 重任 代表取締役社長 

代表取締役副社長 池邉 恭行 重任 代表取締役副社長 

専務取締役 清水 実 重任 取締役 

取締役 川野 友久 重任 取締役 

取締役 宇佐川 浩之 重任 取締役 

取締役   青木 保 重任 取締役 

取締役 坂本 守 重任 取締役 

社外取締役 ※１ 楠 正夫 新任 ― 

社外取締役 ※２ 船﨑 美智子 新任 ― 

※１、2楠 正夫氏、船﨑 美智子氏は会社法第 2条第15号に定める社外取締役候補者であります。 
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新任社外取締役候補者の略歴 

氏名  楠
くすのき

 正夫
ま さ お

 （1948年１月３日生） 

略歴  1970年 ４月    徳山曹達株式会社（現 株式会社トクヤマ）入社 

1997年 ６月  化成品営業部長 

2000年 ６月   理事セメント事業部副事業部長 

2001年 ６月   取締役セメント事業部副事業部長 

2002年 ４月   取締役セメント部門長 

2003年 ４月   常務取締役セメント部門長 

2011年 ４月   常務取締役執行役員 

                セメント部門管掌 兼 ESSプロジェクトグループ管掌 

2011年 ６月   顧問 株式会社エクセルシャノン代表取締役社長 

2015年 ４月   株式会社トクヤマ執行役員 

2015年 ６月   代表取締役会長執行役員 

2019年 ４月   代表取締役 

2019年 ６月   相談役（現任） 

2021年 ９月   株式会社丸久 社外取締役(現任) 

 

 

氏名  船
ふな

﨑
ざき

 美智子
み ち こ

 （1957年８月17日生） 

略歴  1998年 ４月   ライフスタイル研究所（現 株式会社ライフスタイル研究所）代表 

2013年 ６月   ライフスタイル協同組合 理事長（現任） 

2017年 ４月   株式会社ライフスタイル 代表取締役社長（現任） 

2021年 ９月   株式会社丸久 社外取締役(現任) 

 

退任予定取締役（2022年５月 26日付） 

役職名 氏 名 

社外取締役 吉村 猛 

  

 

２．子会社役員の異動等 

（１）株式会社 丸  久 

①株式会社 丸久 

ａ.取締役候補者名（2022年５月19日付） 

新役職名 氏  名 
 

現役職名 

代表取締役社長 田中 康男 重任 代表取締役社長 

代表取締役副社長兼管理本部長 

兼㈱RPG保険ｻｰﾋﾞｽ代表取締役社長 
清水 実 重任 

代表取締役副社長兼管理本部長 

兼グループ管理部長 

兼㈱RPG保険ｻｰﾋﾞｽ代表取締役社長 

専務取締役営業本部長 

兼無店舗販売部管掌 
宇多村 美彦 重任 

専務取締役営業本部長 

兼無店舗販売部管掌 

専務取締役経営企画室長 宇佐川 浩之 昇任 常務取締役経営企画室長 
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常務取締役人事能力開発部長 

兼女性活躍推進担当 
國分 辰男 重任 

常務取締役人事能力開発部長 

兼女性活躍推進担当 

常務取締役店舗開発本部長兼業務改

革推進室長兼関連事業部長 
原田 勉 重任 常務取締役業務改革推進室長 

取締役営業企画・マーケティング 

統轄部長 

兼地域連携マーケティング部長 

長尾 肇 重任 常務取締役店舗開発本部長 

取締役商品統轄部長 小田 尚文 重任 取締役商品統轄部長 

取締役店舗運営統轄部長 大村 浩典 重任 
取締役店舗運営統轄部長 

兼夜間運営部長 

取締役財務経理部長 松永 考司 重任 取締役財務経理部長 

取締役物流部長 

兼丸久プロセスセンター長 
松田 裕之 新任 

常務執行役員物流部長 

兼丸久プロセスセンター長 

 

新任取締役の略歴 

氏名  松田
ま つ だ

 裕之
ひろゆき

（1962年５月1日生） 

略歴  1985年 ３月    当社入社 

2011年 ３月   当社加工食品部長 

2014年 １月  当社丸久厚狭店店長(部長同格) 

2015年 ８月   当社アルク小郡店店長(部長同格) 

2016年 ９月   当社物流部長兼生鮮流通センター長 

2018年 ３月   当社執行役員物流部長兼生鮮流通センター長 

2020年10月   当社執行役員物流部長兼丸久プロセスセンター長 

2021年 ３月   当社常務執行役員物流部長兼丸久プロセスセンター長(現任) 

 

退任予定取締役（2022年５月19日付） 

役職名 氏  名 

社外取締役 楠  正夫 

社外取締役 船﨑 美智子 

 

②株式会社ＲＰＧ保険サービス 

ａ.取締役候補者名（2022年５月19日付） 

新役職名 氏  名 
 

現役職名 

代表取締役社長 清水 実 重任 代表取締役社長 

取締役営業統轄部長 斎藤 浩 重任 取締役営業統轄部長 

取締役 宇佐川 浩之 重任 取締役 
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（２）株式会社マルミヤストア 

①株式会社マルミヤストア 

ａ.取締役候補者名（2022年５月20日付） 

新役職名 氏 名  現役職名 

代表取締役社長兼営業本部長 池邉 恭行 重任 代表取締役社長 

専務取締役 木本 泰雄 重任 専務取締役営業本部長 

常務取締役経営管理本部長 川野 友久 重任 常務取締役経営管理本部長 

取締役総務部部長 猿渡 吉博 重任 取締役総務部部長 

取締役商品部部長 菅 淳史 重任 取締役商品部部長 

取締役経営企画部部長 馬場 大介 重任 取締役経営企画部部長 

 

 退任予定取締役（2022年５月 20日付） 

取締役 筒井 靖彦 

 

 b. 監査役候補者（2022年５月20日付） 

新役職名 氏 名  現役職名 

社外監査役 渡辺 耕太 重任 社外監査役 

社外監査役 佐藤 賢志 重任 社外監査役 

 

 

②株式会社アタックスマート 

 ａ.取締役候補者名（2022年５月20日付） 

新役職名 氏  名 
 

現役職名 

代表取締役会長 池邉 恭行 重任 代表取締役会長 

代表取締役社長 木本 泰雄 新任 ― 

取締役営業本部長 田中 昭作 重任 取締役物流部長 

取締役管理本部長 川野 友久 重任 取締役 

取締役店舗運営部長 立花 泰治 重任 取締役店舗運営部長 

取締役経理財務部長 田中 聡 重任 取締役経理財務部長 
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新任取締役候補者の略歴 

氏名  木本
き も と

 泰
やす

雄
お

（1953 年７月23 日生） 

 略歴  1972年 ４月     ㈱名古屋観光ホテル入社 

1989年 ６月     (有)きもと入社 

1995年 ６月     ㈱マルミヤストア入社 

2016年 ４月     ㈱新鮮マーケット代表取締役社長（現任） 

2018年 ５月     ㈱マルミヤストア取締役 

2020年 ３月     ㈱マルミヤストア専務取締役営業本部長（現任） 

 

（重要な兼職の状況） 

 ㈱マルミヤストア専務取締役営業本部長 

 ㈱新鮮マーケット代表取締役社長 

㈱戸村精肉本店  取締役 

㈱戸村フーズ    取締役 

 

退任予定取締役（2022年５月 20日付） 

代表取締役社長 筒井 靖彦 

取締役 金田 賢二 

 

b.監査役候補者名（2022年５月20日付） 

監査役 織田 茂富 新任 ― 

 

新任監査役候補者の略歴 

氏名  織田
お だ

 茂
しげ

富
とみ

（1953 年12月15 日生） 

 略歴  1972年 ４月    ㈱大分銀行入行 

1999年 ４月    同行鶴居支店・支店長 

2003年 ４月    同行営業統括部・推進役 

2005年 ６月    同行玖珠支店・支店長 

2008年12月    ㈱大分銀行定年退職 大分保証サービス㈱転籍 

2013年12月    大分保証サービス㈱退職  

2016年 ５月    ㈱マルミヤストア監査役就任（現任） 

 

（重要な兼職の状況） 

㈱戸村精肉本店 監査役 

㈱戸村フーズ   監査役 

㈱戸村牧場     監査役 

 

退任予定監査役（2022年５月20日付） 

監査役 西山 巌 
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③株式会社新鮮マーケット 

 ａ.取締役候補者名（2022年５月20日付） 

新役職名 氏  名 
 

現役職名 

代表取締役社長 木本 泰雄 重任 代表取締役社長 

専務取締役管理本部長 山脇 敏幸 重任 専務取締役管理本部長 

取締役営業本部長 冨髙 和利 重任 取締役営業本部長 

 

④株式会社マルミヤ水産 

ａ.取締役候補者名（2022年５月20日付） 

新役職名 氏  名 
 

現役職名 

代表取締役会長 池邉 恭行 重任 代表取締役会長 

代表取締役社長 西城 和紀 重任 代表取締役社長 

取締役 芝原 淳一 重任 取締役 

取締役 菅 淳史 重任 取締役 

  

 ｂ.監査役候補者名（2022年５月20日付） 

監査役 織田 茂富 新任 ― 

  

新任監査役候補者の略歴 

氏名  織田
お だ

 茂
しげ

富
とみ

（1953 年12月15 日生） 

 略歴  1972年 ４月    ㈱大分銀行入行 

1999年 ４月    同行鶴居支店・支店長 

2003年 ４月    同行営業統括部・推進役 

2005年 ６月    同行玖珠支店・支店長 

2008年12月    ㈱大分銀行定年退職 大分保証サービス㈱転籍 

2013年12月    大分保証サービス㈱退職  

2016年 ５月    ㈱マルミヤストア監査役就任（現任） 

 

（重要な兼職の状況） 

㈱戸村精肉本店 監査役 

㈱戸村フーズ   監査役 

㈱戸村牧場    監査役 

 

 退任予定監査役（2022年５月20日付） 

監査役 川野 友久 
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⑤株式会社戸村精肉本店 

ａ.取締役候補者名（2022年５月20日付） 

新役職名 氏  名 
 

現役職名 

代表取締役社長 池邉  恭行 重任 代表取締役社長 

取締役 木本 泰雄 重任 取締役 

取締役 川野 友久 重任 取締役 

 

⑥株式会社戸村フーズ 

ａ.取締役候補者名（2022年５月20日付） 

新役職名 氏  名 
 

現役職名 

代表取締役社長 池邉 恭行 重任 代表取締役社長 

取締役 木本 泰雄 重任 取締役 

取締役 川野 友久 重任 取締役 

 

⑦株式会社戸村牧場 

ａ.取締役候補者名（2022年５月20日付） 

新役職名 氏  名 
 

現役職名 

代表取締役社長 池邉 恭行 重任 代表取締役社長 

取締役 松添 桂佑 重任 取締役 

取締役 手嶋 庸介 重任 取締役 

 

 

 

（３）株式会社マルキョウ 

①株式会社マルキョウ 

ａ．取締役候補者名（2022年５月20日付） 

新役職名 氏  名 
 

 
現役職名 

代表取締役会長ＣＥＯ 斉田 敏夫 重任 代表取締役会長ＣＥＯ 

代表取締役社長ＣＯＯ 

兼 営業本部長 
坂本 守 重任 代表取締役社長ＣＯＯ 

取締役営業本部副本部長  

兼 加工食品部長 兼 雑貨部長 
堀本 隆光 重任 取締役加工食品部長 

取締役青果部長 原田  昭 重任 取締役青果部長 

取締役管理本部長 

兼 総務部長 兼 人事部長 
河野 晶則 新任 総務部長 
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新任取締役候補者の略歴 

 氏名  河野
か わ の

 晶則
あきのり

 （1971年３月8日生） 

 略歴  1993年 ３月    株式会社 マルキョウ入社 

1996年10月    同社別府店店長 

1998年 ５月    デイリー部課長 

2003年10月    同社板付店店長 

2004年 ９月    同社新貝店店長 

2007年 ４月    大道店店長 その後、４店舗の店長を経験 

2014年 ５月    総務部課長 

2016年11月    マルキョウユニオン中央執行委員長（専従） 

2020年11月    総務部長兼経営企画室長 

2022年 ４月    総務部長（現任） 

 

 

退任予定取締役（2022年５月20日付） 

役職名 氏 名 

常務取締役営業本部長 西林 宗俊 

 

 

②株式会社青木商事 

a.取締役候補者名（2022年５月20日付） 

新役職名 氏  名 
 

現役職名 

代表取締役社長 斉田 敏夫 重任 代表取締役会長 

専務取締役 西林 宗俊 新任 ― 

取締役 斉田 敏弥 新任 ― 

 

 

 新任取締役候補者の略歴 

 氏名  西林
にしばやし

 宗
むね

俊
とし

 （1956年３月21日生） 

 略歴  1982年 ７月    株式会社マルキョウ入社 

2000年10月    同社精肉部長 

2002年 ８月    同社精肉本部長 

2006年12月    同社取締役（現任） 

2014年 ２月    同社精肉本部長兼惣菜本部担当 

2008年12月    同社取締役 

2014年12月    同社取締役管理本部長兼労務担当 

2020年 ５月    同社常務取締役営業本部長兼精肉部・惣菜部管掌（現任） 
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氏名  斉田
さ い た

 敏
とし

弥
や

 （1987年 12月12日生） 

 略歴  2012年 ４月    株式会社 西日本シティ銀行入行 

2021年 １月    同行 退職 

2021年 ２月    株式会社 マルキョウ入社 

2021年 ２月    同社 経営企画室次長 

2022年 ４月    同社 経営企画室長（現任） 

 

退任予定取締役（2022年５月20日付） 

役職名 氏 名 

代表取締役社長 富松 俊一 

 

 

以 上                    

                    


