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2019 年９月 11 日  
各位  

会 社 名 株式会社構造計画研究所  
代表者名 代表執行役社⻑ 服部 正太  
（ＪＡＳＤＡＱ・コード４７４８）  

問合せ先 専務執行役 荒木 秀朗 
電話番号 ０３−５３４２−１１４２ 

 
代表者の異動及び役職変更並びに役員人事に関するお知らせ  

 
 当社は、2019 年８月８日付「指名委員会等設置会社への移行及び定款一部変更、並びに
役員人事に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、本日開催の第 61 期定時株主総会
で指名委員会等設置会社への移行の承認及び取締役の選任がされたことを受け、本日開催
の取締役会において、代表者の異動及び役職変更並びに役員人事について決議いたしまし
たので、下記の通りお知らせいたします。 
 

記 
 
１. 代表者の異動及び役職変更 
（１）異動及び役職変更の理由 

指名委員会等設置会社への移行によるもの 
 

（２）新・旧代表者の氏名・役職名 
氏名 現役職 旧役職 

服部
はっとり

 正太
しょうた

 代表執行役社⻑ 代表取締役社⻑ 

渡邊
わたなべ

 太門
た も ん

 代表執行役副社⻑ 取締役副社⻑ 

 
（３）就任日 

2019 年 9 月 11 日 
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（４）新任代表執行役の生年月日、略歴、所有株式数 

氏名 略歴 所有株式数 
 
 
 
 
 
 
 

服部 正太 
（1956 年 5 月 16 日生） 

1985年７月 株式会社ボストンコンサル 
ティンググループ入社 

1987年６月 当社入社 
1991年４月 当社創造⼯学研究室⻑ 
1991年６月 当社取締役 
1999年９月 当社常務取締役 
2000年９月 当社取締役副社⻑ 
2001年９月 当社代表取締役副社⻑ 
2002年７月 当社代表取締役社⻑ 
2005年７月 当社代表取締役社⻑ＣＥＯ 

（最高経営責任者） 
2015年９月 当社代表取締役社⻑ＣＥＯ 
2017年９月 当社代表取締役社⻑ 
2019年９月 当社取締役代表執行役社⻑ 

 
 
 
 
  

 
 
438,100 株 

 
 
 
 
 
 
 

渡邊 太門 
（1957 年 1 月 6 日生） 

1979 年４月 株式会社日本興業銀行入行 
1999 年６月 フィデュシャリー・トラスト・

インターナショナル投資顧問 
代表取締役社⻑就任 

2003 年９月 フランクリン・テンプルトン・
インベストメンツ・ジャパン 
リミテッド取締役就任 

2008 年４月 野村アセットマネジメント 
株式会社常務執行役就任 

2014 年４月 同社顧問就任 
2014 年７月 当社顧問就任 
2014 年９月 当社取締役 
2014 年 10 月 東京海上アセットマネジメント

株式会社社外取締役就任（現任） 
2015 年３月 株式会社大塚家具取締役就任 
2015 年９月 当社取締役副社⻑ 
2019 年９月 当社取締役代表執行役副社⻑ 

 
 
 
 
 
 
 

12,100 株 
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２. 指名・監査・報酬委員会の委員 
（１）指名委員会 取締役（社外） 中込 秀樹 

取締役（社外） 本荘 修二 
取締役（社外） 新宅 祐太郎 
取締役     服部 正太  
取締役     阿部 誠允 

 
（２）監査委員会 取締役（社外） 加藤 嘉一 

取締役（社外） 根本 博史 
取締役     ⿊木 弘聖 

 
（３）報酬委員会 取締役（社外） 中込 秀樹 

取締役（社外） 本荘 修二 
取締役     服部 正太 

 
3．執行役 

氏名 現役職 旧役職 
服部 正太 代表執行役社⻑ 代表取締役社⻑ 
渡邊 太門 代表執行役副社⻑ 取締役副社⻑ 
澤飯 明広 特別執行役 取締役副社⻑ 
湯口 達夫 執行役副社⻑ 取締役専務執行役員 

木村 香代子 専務執行役 取締役専務執行役員 
水野 哲博 専務執行役 取締役専務執行役員 
荒木 秀朗 専務執行役 取締役専務執行役員 
郭 献群 常務執行役 取締役常務執行役員 

猿渡 ⻘児 常務執行役 取締役常務執行役員 
上枝 一郎 常務執行役 常務執行役員 
坪田 正紀 常務執行役 常務執行役員 
澤田 敏実 執行役 執行役員 
田中 和憲 執行役 執行役員 
岩本 修司 執行役 執行役員 
⼯藤 晃義 執行役 執行役員 
畑山 暢 執行役 執行役員 
佐藤 壮 執行役 執行役員 

熊懐 直哉 執行役 執行役員 
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（ご参考）2019 年９月 11 日以降の取締役 

氏名 現役職 
中込 秀樹 社外取締役 
本荘 修二 社外取締役 

新宅 祐太郎 社外取締役 
加藤 嘉一 社外取締役 
根本 博史 社外取締役 
服部 正太 取締役 
阿部 誠允 取締役 
澤飯 明広 取締役 
渡邊 太門 取締役 

木村 香代子 取締役 
郭 献群 取締役 

⿊木 弘聖 取締役 
 

以上 


