
 
 

平成 18 年３月８日 

各 位 

会社名 株式会社ヒガシトゥエンティワン

代表者役職・氏名 代表取締役社長 今川 泰彦

（JASDAQ コード番号：９０２９）

問合せ先 役職・氏名 専務取締役管理本部長

三島 洋之

TEL：06-6945-5611

 
 

代表取締役及び役員の異動並びに執行役員制度導入に関するお知らせ 
 
 平成 18 年 3 月 8 日開催の取締役会において、平成 18 年 4 月 1 日付けで代表取締役及び役員の異
動並びに執行役員制度の導入を決議いたしましたので、その概要についてお知らせいたします。 
 

記 
 
１．代表取締役及び役員の異動（平成 18 年 4 月 1 日付） 
 
(1) 代表取締役の異動 

新役職名 氏  名 旧役職名 

代表取締役社長 阿知羅 英夫 代表取締役副社長 

代表取締役副社長 中村 靖 取締役副社長営業本部長 

 
(2) 代表取締役異動の理由 

中長期的発展に向けた経営体制の強化とさらなる業容の拡大及び社業の発展を期して若返
りを図るものであります。 
 

(3) 新代表取締役社長の略歴 
 

氏  名    阿知羅 英夫（あちら ひでお） 
生年月日    昭和 21 年 12 月 19 日生 
昭和 44 年３月 日本生命保険相互会社入社 
平成 12 年３月 同社 常務取締役 
平成 15 年３月 同社 取締役 
平成 15 年４月 株式会社星和ビジネスサポート 顧問 
平成 15 年６月 同社 代表取締役社長 
平成 17 年６月 当社 代表取締役副社長 
 

(4) 新代表取締役の略歴 
 

氏  名    中村 靖（なかむら やすし） 
生年月日    昭和 19 年５月 30 日生 
昭和 43 年４月 当社入社 
昭和 61 年 4 月 東京営業部部長 
昭和 63 年 6 月 取締役 
平成 ５年 4 月 常務取締役 
平成 10 年 4 月 専務取締役 
平成 15 年 4 月 専務取締役 営業本部長 
平成 17 年 4 月 取締役副社長 営業本部長 
 
 

 -1-



 
 

(5) 代表取締役でなくなったもの 

新役職名 氏  名 旧役職名 

取締役 今川 泰彦 代表取締役社長 

 平成 18 年６月下旬に退任し、特別顧問に就任する予定であります。 
(6) 取締役の異動 

新役職名 氏  名 旧役職名 

取締役 三島 洋之 専務取締役管理本部長 

 平成 18 年６月下旬に退任予定であります。 
 
２．執行役員制度の導入について 
(1) 導入の目的 

取締役会の『意思決定および監督機能』と『業務執行機能』とを分離し、その役割と責任を
明確にするとともに迅速な意思決定と事業環境変化への対応力を強化するため。 
 

(2) 執行役員制度導入に伴う役員の人事異動及びその他の人事異動（平成 18 年 4 月 1 日付） 

氏 名 新役職名 旧役職名 

中村 靖 
代表取締役副社長 
副社長執行役員営業本部長 

取締役副社長営業本部長 

髙橋 健太郎 取締役専務執行役員営業本部副本部長 専務取締役営業本部副本部長 

大津 征士郎 取締役専務執行役員営業本部副本部長 常務取締役営業本部副本部長 

大澤 德恭 取締役専務執行役員管理本部長 常務取締役管理本部副本部長 

江原 隆 取締役執行役員統括部長 取締役統括部長 

山田 佳夫 
執行役員統括部長兼 
人事教育部長兼法務室長 

理事統括部長兼 
人事教育部長兼法務室長 

石濱 明敏 
執行役員統括部長兼 
管理本部長補佐 

中部本部部長兼 
中部ロジネットセンター長 

岡部 巳津夫 
執行役員統括部長兼 
京都営業所長兼 DSH 営業所長 

理事統括部長兼 DSH 営業所長 

平野 尚 
執行役員中部本部長兼 
中部ロジネットセンター長 

阪神ロジネットセンター長 

斎藤 創 
執行役員統括部長兼 
新事業カンパニー部長 

新事業カンパニー部長 

 
３．組織変更について（平成 18 年 4 月 1 日付） 
(1) 執行役員制度の導入に伴い、取締役会を「経営方針の決定及び業務執行の監督を行う機関」

として位置づけ、「重要事項の審議及び業務執行の意思統一」を図るため常務会を廃止し、
経営会議を設置する。 

(2) 財務体質の強化を図るため、管理本部に財務部を新設する。 
(3) 安全対策の充実・強化を図るため、安全対策室を新設する。 
(4) 物流に関する新規事業案件の開発を推進するため、営業本部に物流研究所を新設する。 
(5) ニューマーケティング部配下の BD/NM 開発 G をビルデリバリー部に昇格させる。 
(6) 京阪ロジネットセンターと京阪営業所を統合し、みなと PD センターを新設する。 

 
 
 

以 上 
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別　紙 会　社　組　織　図 （Ｈ１8．4．１現在）
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