2022 年６月２３日
各位
会社名:フューチャーベンチャーキャピタル株式会社
(コード:８４６２

東証スタンダード市場)

代表者名:代表取締役
金 武 偉
問合せ先:管理部長
塩本 洋千
(ＴＥＬ:０７５－２５７－２５１１)

代表取締役の異動及び役員人事等に関するお知らせ
当社は、本日開催の第 24 期定時株主総会において、会社提案議案が否決され、株主提案議案が承
認可決されたことにより取締役の異動が生じるとともに、同日開催の取締役会において、代表取締役
を異動すること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．代表取締役の異動
(１) 新任代表取締役
取締役

金

武 偉

(２) 退任代表取締役
取締役

松本 直人

（３）選任の理由
株式トレーダー、投資ファンド、ベンチャー経営及び個人投資家という幅広い領域での豊富な
経験を有することから選任いたしました。
２．取締役の異動
(１) 新任取締役
代表取締役

金

武 偉

社外取締役

金子 正裕

社外取締役（監査等委員） 松本 高一
社外取締役（監査等委員） 高野 寧績
社外取締役（監査等委員） 片岡 晃
(２) 退任取締役
代表取締役

松本 直人

取締役管理部長

塩本 洋千

社外取締役

藤野 宙志

社外取締役

宗正 浩志

社外取締役（監査等委員） 宮田 秀典
社外取締役（監査等委員） 北條 明宏
社外取締役（監査等委員） 小尾 一介

（３）補欠の取締役（監査等委員）
退任補欠の取締役（監査等委員）
津賀 弘光
（４） 異動の理由
2022 年 6 月 23 日開催の第 24 回定時株主総会において、株主提案議案が承認可決されたことに
よるものであります。
３．異動年月日
2022 年 6 月 23 日
４．新任代表取締役略歴
氏名(よみがな)

金 武 偉（きむ むい）

生年月日

1979 年 10 月 5 日

略歴

2001 年 1 月 ゴールドマン・サックス証券会社入社
2003 年３月

JP モルガン証券会社入社

2008 年 10 月 サリヴァン・アンド・クロムウェル法律事務所
2013 年３月 ユニゾン・キャピタル㈱入社
2014 年４月 タメコ㈱社外取締役就任
2018 年８月 ミッション・キャピタル㈱ 代表取締役就任（現任）
2019 年６月 ㈱幸楽苑ホールディングス社外監査役就任（現任）
2020 年６月 マンティス・アクティビスト投資１号㈱
代表取締役就任（現任）
2022 年６月 当社代表取締役就任（現任）
所有株式数

25,000 株

５．新任取締役略歴
氏名(よみがな)

金子 正裕（かねこ まさひろ）

生年月日

1968 年７月１日

略歴

1990 年４月 ㈱武蔵野入社
1995 年４月 同社 ダスキン事業本部本部長
1996 年４月 同社 環境エコロジー事業本部本部長
1998 年 10 月 同社 ＩＴ関連事業本部本部長
2004 年 10 月 同社 オフィスコーヒーサービス事業本部本部長
2006 年 12 月 ㈱ アクア代表取締役（現任）
2012 年 11 月 一般社団法人ＪＢＳ 専務理事
2013 年 11 月 ㈱出前館取締役
2014 年６月 同社取締役営業グループ管掌
2014 年９月 同社取締役営業本部管掌
2017 年４月 同社取締役コンサルティング営業本部長

所有株式数

-株

氏名(よみがな)

松本 高一（まつもと こういち）

生年月日

1980 年 3 月 26 日

略歴

2003 年９月 ㈱ＡＧＳコンサルティング入社
2006 年１月 新光証券㈱(現みずほ証券㈱) 入社
2012 年９月 ㈱プラスアルファ・コンサルティング 入社
2014 年 10 月 ＳＭＢＣ日興証券㈱ 入社
2017 年８月 ㈱アンビグラム 代表取締役社長(現任)
2017 年９月 ㈱ラバブル・マーケティング・グループ 社外取締役(現任)
2018 年６月 澤田ホールディングス㈱ 社外取締役
2018 年８月 ㈱アッピア 代表取締役(現任)
2020 年 11 月 ㈱フューチャーリンクネットワーク 社外監査役(現任)

所有株式数

-株

氏名(よみがな)

高野 寧績（たかの やすのり)

生年月日

1980 年 11 月 10 日

略歴

2003 年 11 月 中央青山監査法人
2007 年５月 リーマン・ブラザーズ証券㈱
2008 年 10 月 野村證券㈱
2012 年 11 月 ユニゾン・キャピタル㈱
2014 年８月 養和監査法人 代表社員（現任）
2016 年１月 高野寧績税理士事務所 開設（現任）

所有株式数

-株

氏名(よみがな)

片岡 晃（かたおか あきら）

生年月日

1955 年１月 22 日

略歴

1979 年４月 キッコーマン㈱ 入社
1993 年５月 コロンビア大学経営大学院 （MBA）修了
1997 年５月 キッコーマン㈱ 欧州製造法人 代表取締役就任
2002 年５月 ㈱ベネッセコーポレーション 入社
2003 年４月 同社 執行役員常務 経営企画本部長就任
ベルリッツ・ジャパン㈱ 代表取締役社長就任
2009 年 10 月 ㈱キンレイ 食品事業カンパニーCEO 就任
2010 年 10 月 同社 代表取締役 食品事業 カンパニーCEO 就任
2014 年４月 ユニゾン・キャピタル㈱ アドバイザー就任
2016 年５月 ㈱アルク 取締役 COO 就任
2019 年１月 ㈱羽田市場 代表取締役社長 CEO 就任

所有株式数

200 株
以上

