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会 社 名： 株式会社ベネッセホールディングス 

代表者名： 代表取締役会長兼社長 原田 泳幸 

（コード番号：9783 東証第一部） 

問合せ先：広報・IR部長      増本 勝彦 

  （TEL：03－5320－3503） 

 
 

代表取締役の異動ならびに役員人事の内定に関するお知らせ 
 

株式会社ベネッセホールディングス（本社：岡山市）は、本日開催の取締役会において、代表取締役

ならびに役員の異動を決定および内定しましたので下記の通りお知らせいたします。  
 

記 

 

1. 代表取締役の異動 

(1) 異動理由 

本日開催の当社取締役会で、新経営体制を決議したことによるものです。 

   
(2) 異動の内容 

① 2016年 5月 11日付 

 

 

 

 

 

② 2016年 6月 25日付(予定) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

※につきましては、本年6月25日開催予定の定時株主総会とその終了後に開催される取締役会で正式決定さ

れる予定です。 

氏 名 新役職 現役職 

小林
こばやし

 仁
ひとし

 

代表取締役副社長 兼  

海外事業カンパニー長 兼 

(株)ベネッセコーポレーシ

ョン代表取締役副社長 

常務取締役 兼  

海外事業カンパニー長 

氏 名 新役職 現役職 

原田
は ら だ

 泳幸
えいこう

 (退任) 

代表取締役会長兼社長 兼   

(株)ベネッセコーポレーショ

ン 代表取締役社長 

福原
ふくはら

 賢一
けんいち

 代表取締役社長※ 
代表取締役副社長 兼

CAO(最高管理責任者) 

小林
こばやし

 仁
ひとし

 

代表取締役副社長※ 兼 

(株)ベネッセコーポレーシ

ョン代表取締役社長 

代表取締役副社長 兼  

海外事業カンパニー長 兼 

(株)ベネッセコーポレーショ

ン代表取締役副社長   
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(3) 代表取締役の略歴 

福原
ふくはら

 賢一
けんいち

  

生年月日 ：昭和 26年(1951) 4月 19日生(65歳) 

出身地  ：岡山県 

最終学歴 ：京都大学法学部 卒業（昭和 51年 3月） 

保有株式数：10,200株 

略歴   ：   

昭和 51年(1976)   4月 野村證券（株）入社 

昭和 61年(1986)   4月 ノムラ インターナショナル リミテッドロンドン ヘッ

ド オブ エクイティ セールス 

平成 12年(2000)  6月 野村證券（株）取締役兼野村リサーチ・アンド・アドバ

イザリー（株）代表取締役社長 

平成 14年(2002)  4月 野村證券（株）取締役兼野村ヒューマンキャピタル・ソ

リューション（株）代表取締役社長 

平成 15年(2003)   6月 野村證券（株）執行役兼野村ホールディングス（株）執

行役兼野村リサーチ・アンド・アドバイザリー（株）代

表執行役社長兼野村ヒューマンキャピタル・ソリューシ

ョン（株）代表執行役社長 

平成 16年(2004)   4月 当社執行役員専務兼（株)ベネッセスタイルケア取締役

副社長 

6月 当社執行役員専務兼（株)ベネッセスタイルケア代表取

締役社長 

平成 17年(2005)  6月 当社取締役兼(株)ベネッセスタイルケア代表取締役社

長 

平成 18年(2006)   6月 当社取締役兼執行役員専務兼（株)ベネッセスタイルケ

ア代表取締役社長 

平成 19年(2007)   4月  当社代表取締役副会長兼 CEO 補佐 

6月 当社代表取締役副会長兼 CEO 補佐兼ベルリッツ イン

ターナショナル インクチェアマン オブ ザ ボード ア

ンド CEO 

平成20年(2008)   4月 当社代表取締役副会長兼 CEO 補佐兼（株）テレマーケ

ティングジャパン代表取締役会長兼社長 

平成21年(2009)   1月 当社代表取締役副会長兼 CEO 補佐兼（株）テレマーケ

ティングジャパン代表取締役会長 

10月  当社代表取締役副社長兼 CFO（最高財務責任者）兼（株）

テレマーケティングジャパン代表取締役会長 

平成 23年(2011)   6月 当社代表取締役副社長兼 CFO 兼（株）テレマーケティ

ングジャパン取締役会長 

平成 26年(2014)  4月  当社代表取締役副社長兼 CFO 

10月 当社代表取締役副社長兼 CAO(最高管理責任者）兼 CFO 

平成 27年(2015)  4月 当社代表取締役副社長兼 CAO(現任) 

 

小林
こばやし

 仁
ひとし

 

 

生年月日 ： 昭和35年（1960年）9月25日（55歳） 

出 身 地 ： 岡山県  

最終学歴 ： 立命館大学経営学部卒業  昭和60年（1985年）3月 

保有株式数：2,400株 

略歴     ： 

昭和60年（1985）   4月 当社入社 

平成12年（2000）   4月 ㈱ベネッセケア 取締役 
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平成14年（2002）   8月 ㈱ベネッセエムシーエム 代表取締役社長  

平成15年（2003）  12月 ㈱ベネッセスタイルケア 取締役  

平成18年（2006）   6月 同社 専務取締役  

平成19年（2007）   4月 同社 代表取締役社長  

6月  当社 グループ役員  

平成24年（2012）   6月 当社 取締役  

平成25年（2013）   7月  当社 取締役 兼 グループ経営企画本部長  

平成26年（2014）   4月 当社 常務取締役 兼 グループ経営企画本部長  

              6月 当社 常務取締役 兼 グループ経営企画本部長 兼

（株）ベネッセコーポレーション代表取締役社長 

             10月 当社 常務取締役 兼 海外事業開発カンパニー長 

平成28年（2016）    4月 当社 常務取締役 兼 海外事業カンパニー長 

              5月 当社 代表取締役副社長 兼 海外事業カンパニー長 

兼 (株)ベネッセコーポレーション代表取締役副社長

(現任) 

 
 
 

2. 役員の異動 (2016年 6月 25日予定) 

(1) 異動の内容 

① 役職の異動 

 
 

 

※岩田氏は、社外取締役です。 

 

② 退任予定社外取締役 

 

 

 

     ※岩瀬氏は、社外取締役です。 

③ 新任取締役候補者 

 

 
  ※桒山氏ならびに安達氏は、社外取締役(予定)です。 

 

氏 名   新役職 現役職 

岩田
い わ た

 眞二郎
しんじろう

 取締役会長※ 取締役※ 

氏 名 新役職 現役職 

岩瀬
い わ せ

 大輔
だいすけ

 (退任) 取締役※ 

氏名 新役職 現役職 

滝山
たきやま

 真也
し ん や

 

取締役 兼 

介護・保育カンパニー長 兼  

(株)ベネッセスタイルケア 

代表取締役社長 

執行役員 介護・保育カン

パニー長 兼 

(株）ベネッセスタイルケ

ア 代表取締役社長 

桒山
くわやま

 信
のぶ

雄
お

 取締役※ (新任) 

安達
あ だ ち

 保
たもつ

 取締役※ (新任) 
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(2) 新任取締役候補者の略歴 

滝山
たきやま

 真也
し ん や

 

 

生年月日 ：昭和 46年(1971) 6月 2日生(44歳) 

略歴 ：   

平成8年(1996)    4月 

平成15年(2003)    3月 

平成23年(2011)    7月 

平成25年(2013)    7月 

平成26年(2014)  4月 

 

平成26年(2014)  11月 

当社入社 

(株)ベネッセケア取締役 

(株)ベネッセスタイルケア取締役 

(株)ベネッセスタイルケア代表取締役社長 

当社執行役員 シニア介護・保育カンパニー長 兼 (株)ベネ

ッセスタイルケア代表取締役社長 

当社執行役員 介護・保育カンパニー長 兼 (株)ベネッセ

スタイルケア代表取締役社長(現任) 

 
 

桒山
くわやま

 信
のぶ

雄
お

 

 

      生年月日 ：昭和 23年(1948) 11月 20日生(67歳) 

略歴 ：       

昭和46年(1971)   4月 

平成15年(2003)    6月 

平成16年(2004)    4月 

  平成18年(2006)    4月 

  平成22年(2010)    4月 

  平成25年(2013)    6月 

伊藤忠商事(株)入社 

伊藤忠商事(株)執行役員 

伊藤忠商事(株)中国総代表 

伊藤忠商事(株)常務執行役員 

伊藤忠商事(株)専務執行役員 

(株)デサント取締役会長 (現任) 

 
 

安達
あ だ ち

 保
たもつ

 

          

          生年月日：昭和 28年(1953) 10月 12日生( 62歳) 

略歴 ： 

昭和52年(1977)    4月 

昭和63年(1988)    1月 

平成 7年(1995)    6月 

平成 9年(1997)    3月 

平成11年(1999)    3月 

平成12年(2000)   12月 

平成15年(2003)    5月 

 

         6月 

平成19年(2007)   11月 

 

平成21年(2009)    6月 

三菱商事㈱入社 

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 

同社パートナー 

GEキャピタル・ジャパン事業開発本部長 

㈱日本リースオート代表取締役社長 

ジーイーフリートサービス㈱代表取締役社長 

カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディレク

ター 日本代表 

当社取締役     (～平成 20年) 

カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディレク

ター 日本共同代表（現任） 

当社取締役      (～平成 27年) 

 
 
 
 

 
    


