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 2020年 9月 29日 

各 位 

会 社 名：株式会社レスターホールディングス 

（コード：3156 東証第一部） 

代表者名：代 表 取 締 役  稲葉 俊彦 

問合せ先：執 行 役 員   高嶋 直輝 

経営企画部 兼 広報・CSR・IR 部 部長  

     （TEL：03‐3458‐4623） 

 

 

代表取締役の異動及びその他グループ役員人事に関するお知らせ 

 

 

当社は本日の取締役会において、代表取締役の異動及びその他主要なグループ役員人事について、決議

いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

記 

 

当社は、「情報と技術で、新しい価値、サービスを創造・提供し、社会の発展に貢献する」という経営理念

のもと、「エレクトロニクスの情報プラットフォーマー」を目指し、グループシナジー及び外部パートナー

との共創を積極的に展開し、多様な事業展開、技術領域の進展、持続的な規模拡大を推進しております。 

本年 2 月、当社グループは、経営理念・ビジョンを共有した業務執行取締役が代表取締役となることで、

トップマネジメントが担当分野のみならずグループ全体の経営に責任を持ち最重要テーマであるグループ

シナジーや共創を通じて、永続的に成長していく「革新的グループ経営」体制へ移行することを決議し、4

月より新体制をスタートしました。 

新型コロナウィルスの感染拡大をはじめとした激しい環境変化が起こる中、成長戦略を加速させるべく、

半導体及び電子部品事業並びに植物工場事業を中心に、以下のとおり執行体制の見直しを図りました。新

たな体制によりさらなる企業価値の向上を図ってまいります。 

 

 

１．取締役（監査等委員である取締役を除く）人事（代表取締役の異動含む） 

（１）異動の理由 

   当社の執行体制を見直す過程で、当社代表取締役である原田 宜及び矢島 浩両氏には、グループ

経営における新たな役割を打診しておりましたが、本日両者より当社の代表取締役及び取締役を、2020

年 9月 30日をもって辞任する旨の申し出があったことによるものです。それに伴い、取締役の管掌に

ついて以下のとおり変更いたします。 
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（２）経営体制について（10月1日付） 

氏名 新役職 管掌・担当 現 職 

今野  代表取締役 CEO 
経営企画、事業開発、未来戦略、ESG、

半導体及び電子部品事業、調達事業 
代表取締役 CEO 

三好 林太郎 代表取締役 
経理、財務、経営管理、情報システム、

取締役会、IR、環境エネルギー事業 
代表取締役 

稲葉 俊彦 代表取締役 
人事、総務、内部統制、 

法務・コンプライアンス、株主総会 

代表取締役 

尾﨑 享 代表取締役 電子機器事業 代表取締役 

  ※下線部は変更部分 

 

 

（３）異動の内容 

氏名 
異動後 

<新役職> 

異動前 

＜現役職＞ 
退任日 

原田 宜 ― 代表取締役 2020年９月 30日 

矢島 浩 ― 代表取締役 2020年９月 30日 

 

 

（４）その他 

   GP指名報酬委員会における審議を通じて決定しており、取締役異動後におきましても、 

法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。 

 

 

２．執行役員人事 

氏名 新役職 管掌・担当 現職 

山口 秀哉 専務執行役員 
半導体及び電子部品事業、 

シナジー推進 
常務執行役員 

梶   純一※ 専務執行役員 植物工場事業 ― 

宮島 和雄 常務執行役員 
電子機器事業、システム機器事業、

事業開発 
常務執行役員 

今野 宏晃 常務執行役員 エネルギー事業 常務執行役員 

白   永鉉 常務執行役員 EMS事業 常務執行役員 

大木  良明 執行役員 人事、総務、情報システム 執行役員 

二島 進 執行役員 財務 執行役員 

高嶋 直輝 執行役員 経営企画、広報・CSR・IR 執行役員 

※略歴は４．新任候補略歴をご参照ください。 
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３．主要子会社役員人事 

（１）㈱レスターエレクトロニクス 

10月 1日 現職 

代表取締役社長 山口 秀哉※ 代表取締役社長 矢島 浩 

  専務取締役 山口 秀哉 

取締役 松浦 満矢 取締役 松浦 満矢 

取締役 三好 林太郎 取締役 三好 林太郎 

監査役 成瀬 達一 監査役 成瀬 達一 

監査役 朝香 友治 監査役 朝香 友治 

 

 

（２）㈱バイテックベジタブルファクトリー 

10月 1 日 現職 

取締役会長 今野  取締役会長 今野  

代表取締役社長 梶   純一※ 代表取締役社長 原田 宜 

取締役 今野 宏晃 取締役 今野 宏晃 

取締役 大木 良明 取締役 大木 良明 

監査役 瀧本  和男 監査役 瀧本  和男 

  ※略歴は４．新任候補略歴をご参照ください。 

 

 

４．新任候補略歴 

㈱レスターエレクトロニクス社長候補 

氏 名：山口 秀哉（やまぐち ひでや） 

生 年 月 日：1959年   ４月 21日 

略 歴：1982年   ㈱東芝 入社 

2000年  東芝ヨーロッパ電子部品社 副社長 

2005年  東芝アメリカ電子部品社 副社長 

2012年  同社 社長 

2016年  東芝デバイス㈱ 代表取締役社長 

2019年   当社 常務執行役員就任（現任）  

2019年  ㈱レスターエレクトロニクス 専務執行役員 

2020年  ㈱レスターエレクトロニクス 専務取締役執行役員（現任） 
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新任執行役員及び㈱バイテックベジタブルファクトリー社長候補 

氏 名：梶 純一（かじ じゅんいち） 

  生 年 月 日：1955年  10月 26日 

略 歴：1984年 日本モレックス㈱(現日本モレックス合同会社)入社  

2007年 Vice President of Global Sales and Marketing 

2010年 COO Adviserとして US Molex本社に勤務 

2013年 Molex Senior Vice President and President of Micro Products 

2013年          Division兼日本モレックス㈱社長 

        2020年 当社アドバイザリーボード就任（現任） 

 

以 上 


