
 

 

 
 

 

 

 

 

2020年 10月 19日 

 

各 位 

 

EPSホ―ルディングス株式会社 

 

 

当社連結子会社の役員体制の変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、10月 1日付けで連結子会社の役員体制を以下のとおりと致しましたのでお知らせいたしま

す。 

 

記 

１． イ―ピ―エス株式会社 

氏名 新役職 旧役職 

田中   尚 取締役会長 ― 

佐々   明 代表取締役社長 代表取締役 

島田 明典 取締役 取締役 

長岡 達磨 取締役（非常勤） 取締役 

地家 俊博 取締役（非常勤） ― 

鷲尾 志乃ぶ 取締役（非常勤） ― 

伊藤 正実 監査役 監査役 

安藤 秀高 ― 代表取締役 

横瀬 久幸 ― 取締役 

佐久間 健次 ― 取締役 

   注）佐久間 健次は、専務執行役員、横瀬 久幸は、常務執行役員に就任いたします。 

 

２． EPクル―ズ株式会社 

氏名 新役職 旧役職 

山田 剛久 取締役会長 代表取締役 

島田 達二 代表取締役社長 ― 

林   真弘 取締役 取締役 

大橋 靖雄 取締役（非常勤） 取締役（非常勤） 

山本 祐三 取締役（非常勤） ― 

伊藤 正実 監査役 監査役（非常勤） 

宋   軍波 ― 取締役 

長岡 達磨 ― 取締役（非常勤） 

佐々   明 ― 取締役（非常勤） 

   注）宋 軍波は、副社長執行役員に就任いたします。 
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３． 株式会社 EPメディエイト 

氏名 新役職 旧役職 

山本 哲郎 取締役会長 ― 

丹治 公典 代表取締役社長 取締役（非常勤） 

飯島 和矢 取締役 執行役員 

大社   聡 取締役（非常勤） ― 

後藤 栄蔵 取締役（非常勤） ― 

佐久間 健次 取締役（非常勤） ― 

伊藤 正実 監査役 監査役 

佐々  明 ― 代表取締役 

大久保 理基 ― 取締役 

 

４． EP山梨株式会社 

氏名 新役職 旧役職 

奥本 誠司 代表取締役社長 ― 

 

５． 株式会社 EP綜合 

氏名 新役職 旧役職 

長岡 達磨 取締役会長 代表取締役 

山本 賢一 代表取締役社長 代表取締役 

中島 裕尚 取締役 執行役員 

横瀬 久幸 取締役（非常勤） ― 

早川 智久 取締役（非常勤） ― 

志賀 昌春 常勤監査役 取締役 

堀内 栄二 監査役 監査役 

鷲尾 志乃ぶ ― 取締役 

佐々木 幸弘 ― 取締役 

佐々   明 ― 取締役 

  注）鷲尾 志乃ぶは、専務執行役員、佐々木 幸弘は、顧問に就任いたします。 

 

６． 株式会社 EPファ―マライン 

氏名 新役職 旧役職 

西塚 淳一 代表取締役会長 代表取締役 

池田 佳奈美 代表取締役社長 取締役 

永妻 光義 取締役 取締役 

小笠原 昭喜 取締役（非常勤） 取締役 

長岡 達磨 取締役（非常勤） 取締役（非常勤） 

近江 弘匡 取締役（非常勤） ― 

堀内 栄二 監査役 監査役（非常勤） 

後藤 栄蔵 ― 取締役 

藤原 秀樹 ― 取締役 

川窪 晃己 ― 取締役 

布施 盛裕 ― 取締役 

 注）近江 弘匡は、12月の総会にて就任予定。 

後藤 栄蔵は、副社長執行役員、藤原 秀樹は、常務執行役員、川窪 晃己は、 

上席執行役員、布施 盛裕は、執行役員に就任いたします。 
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７． 株式会社 EPフォ―ス  

氏名 新役職 旧役職 

小笠原 昭喜 代表取締役会長 代表取締役 

昌原 清植 代表取締役社長 代表取締役 

桐嶋 啓介 取締役 執行役員 

藤原 秀樹 取締役（非常勤） 執行役員 

南   丈裕 取締役（非常勤） ― 

堀内 栄二 監査役 監査役 

川瀬 和巳 ― 取締役 

西塚 淳一 ― 取締役 

  注）川瀬 和巳は、執行役員に就任いたします。 

 

８． 株式会社 ESリンク（11月 1日付） 

氏名 新役職 旧役職 

後藤 栄蔵 代表取締役 ― 

新谷 将司 代表取締役 代表取締役 

堀内 栄二 監査役 監査役 

西塚 淳一 ― 代表取締役 

 

９． EPSインタ―ナショナル株式会社 

氏名 新役職 旧役職 

田中   尚 取締役会長 代表取締役 

早川 智久 代表取締役社長 取締役 

関和 宏昭 取締役 取締役 

横瀬 久幸 取締役（非常勤） ― 

島田 達二 取締役（非常勤） ― 

伊藤 正実 監査役 監査役 

藤澤 清人 ― 取締役 

宋   軍波 ― 取締役（非常勤） 

 注）藤澤 清人は、上席執行役員に就任いたします。 

以 上 


