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平成 30 年５月 10 日 

各位 

会 社 名  株式会社ヤマダ電機 

代表者名  代 表 取 締 役 社 長  桑野 光正 

（コード番号 9831 東証第一部） 

問合せ先  取締役兼執行役員専務  岡 本  潤 

（TEL. 0570-078-181） 

 

代表取締役の異動及び取締役、監査役候補者の選任並びに役員人事に関するお知らせ 

 

当社は、平成 30年５月 10日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び取締役、監査役候補者の

選任並びに役員人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は平成 30 年６月

28日開催予定の定時株主総会で選任の上、その後の取締役会を経て正式に決定される予定です。 
 

記 
 

1. 代表取締役の異動 

（1） 異動の理由 

  役員人事に伴う代表権の異動 
 

（2） 異動の内容 

氏名 新役職名 旧役職名 

三嶋 恒夫  代表取締役社長 兼 代表執行役員 COO 執行役員副社長 

桑野 光正 取締役 兼 執行役員副会長 代表取締役社長 兼 代表執行役員 COO 

三嶋 恒夫は、平成 30年６月 28日開催予定の定時株主総会にて当社取締役として選任頂く予定です。 
 

（3） 新任代表取締役社長の氏名及び略歴 

氏名（よみ） ： 三嶋 恒夫（みしま つねお） 

出身地  ： 福井県 

最終学歴 ： 金沢経済大学（現 金沢星稜大学） 

生年月日 ： 昭和 34年９月 10日 

略歴  ： 昭和 57年４月  北陸ソニー販売株式会社 

         （現 ソニーコンスーマーセールス株式会社）入社 

   平成元年 12月  同社退社 

   平成元年 12月  株式会社サンキュー高島屋 

（現 株式会社サンキュー）入社 

   平成 24年 10月  同社代表取締役社長 

    平成 27年６月  株式会社エディオン取締役 ELS本部長 

    平成 27年 12月  同社退社 

平成 29年 1月  当社入社 

平成 29年６月  当社執行役員副社長（現任） 

所有株式数 ： 0株（平成 30年 3月 31日現在） 
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2. 新任取締役及び退任取締役について 

（1） 新任取締役候補者（平成 30年６月 28日開催予定の定時株主総会選任後） 

氏名 新役職名 旧役職名 

三嶋 恒夫 代表取締役社長 兼 代表執行役員 COO 執行役員副社長 

小暮 めぐ美 
取締役 兼 上席執行役員 

 秘書室長 兼 人材開発室長 
理事 秘書室長 

福井 章  
取締役 兼 上席執行役員 

セグメント事業本部 法人事業部長 
執行役員常務 法人事業本部長 

 

（2） 退任取締役候補者（平成 30年６月 28日開催予定の定時株主総会終結をもって任期満了） 

氏名 新役職名 旧役職名 

山田 重彰 
執行役員 環境ビジネス管理部長 

 兼 フード事業部長 

取締役 兼 上席執行役員 

 開発本部長 

鈴木 淳一 
執行役員 セグメント事業本部 

ソリューションサービス室長 

取締役 兼 上席執行役員 

 家電事業本部 ソリューションサービス室長 
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3. 平成 30年６月 28日付役員及び執行役員の陣容は以下のとおりとなる予定です。 

（1） 取締役・監査役の一覧 

氏名 役職名 

山田 昇 代表取締役会長 兼 取締役会議長（重任） 

一宮 忠男 代表取締役副会長 兼 代表執行役員 CEO（重任） 

桑野 光正 取締役 兼 執行役員副会長（重任） 

三嶋 恒夫 代表取締役社長 兼 代表執行役員 COO 

飯塚 裕恭 取締役 兼 執行役員副社長 Newビジネス開発室長（重任） 

岡本 潤 取締役 兼 執行役員専務 経営企画室長 兼 CSR推進室長（重任） 

小林 辰夫 取締役 兼 執行役員専務 セグメント事業本部長（重任） 

樋口 春彦 取締役 兼 執行役員常務 法務室長（重任） 

新井 仁 取締役 兼 執行役員常務 関係会社管理室長（重任） 

上野 善紀 取締役 兼 執行役員常務 商品本部長（重任） 

福田 貴之 取締役 兼 上席執行役員 開発本部長 兼 店舗施工管理部長（重任） 

小暮 めぐ美 取締役 兼 上席執行役員 秘書室長 兼 人材開発室長 

福井 章 取締役 兼 上席執行役員 セグメント事業本部 法人事業部長 

得平 司 社外取締役（重任） 

福山 裕幸 社外取締役（重任） 

五十嵐 誠 常勤監査役（重任） 

高橋 正光 社外監査役 

飯村 北 社外監査役 

得平 司氏、福山 裕幸氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、引き続き同取

引所に届出る予定です。 

 また、高橋 正光氏、飯村 北氏は改選期ではございません。 

 

（2） 執行役員の一覧 

氏名 役職名 

山田 重彰 執行役員 環境ビジネス管理部長 兼 フード事業部長 

鈴木 淳一 執行役員 セグメント事業本部 ソリューションサービス室長 

一場 仁 執行役員 商品本部 家電商品室長 

小山 誠一 執行役員 商品本部 家電商品室 モバイル商品部長 

沼倉 英子 執行役員 V&R戦略室長 兼 セグメント事業本部 保険事業室長 

中山 嘉己 執行役員 セグメント事業本部 リフォーム事業部長 

山田 浩之 執行役員 総務本部長 

古谷野 賢一 執行役員 ヤマダファイナンスサービス 代表取締役社長 

 

以上                                                                         


