
財団法人 財務会計基準機構 会員   
 

平成平成平成平成 19191919 年年年年５５５５月月月月 18181818 日日日日    

    

各各各各                        位位位位    

会 社会 社会 社会 社 名名名名            株式株式株式株式会会会会社三交ホールディングス社三交ホールディングス社三交ホールディングス社三交ホールディングス    

代表者名代表者名代表者名代表者名            取締役社長取締役社長取締役社長取締役社長        奥田奥田奥田奥田        卓廣卓廣卓廣卓廣    

コード番号コード番号コード番号コード番号        ３２３２３２３２３２３２３２３２    

上場取引所上場取引所上場取引所上場取引所        名証第名証第名証第名証第 1111 部部部部    

問合せ先問合せ先問合せ先問合せ先            取締役取締役取締役取締役        中野中野中野中野        達郎達郎達郎達郎    

TEL.  TEL.  TEL.  TEL.  ０５９－２１３－０３５１０５９－２１３－０３５１０５９－２１３－０３５１０５９－２１３－０３５１    
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たので、下記のとおりお知らせいたします。たので、下記のとおりお知らせいたします。たので、下記のとおりお知らせいたします。たので、下記のとおりお知らせいたします。    
    

記記記記    

Ⅰ. 株式会社三交ホールディングス （平成１９年６月２８日付）  

                                                                                                                                                                                                 

    １１１１....代表取締役の異動代表取締役の異動代表取締役の異動代表取締役の異動 

            （１）新任代表取締役候補（１）新任代表取締役候補（１）新任代表取締役候補（１）新任代表取締役候補 
                                                                                    もりぐちもりぐちもりぐちもりぐち    あきよしあきよしあきよしあきよし 

            代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役    副社長副社長副社長副社長        森森森森    口口口口        明明明明    好好好好      (      (      (      (現現現現    取締役取締役取締役取締役)))) 

 

    ２２２２....その他の役員の異動その他の役員の異動その他の役員の異動その他の役員の異動 

            （１）新任取締役候補（１）新任取締役候補（１）新任取締役候補（１）新任取締役候補 

                                                                                                山山山山    下下下下    純純純純    二二二二                            名阪近鉄バス名阪近鉄バス名阪近鉄バス名阪近鉄バス    社長社長社長社長 

 

            （２）新任監査役候補（２）新任監査役候補（２）新任監査役候補（２）新任監査役候補 

                                                                                                尾尾尾尾    﨑﨑﨑﨑        末末末末    次次次次      (      (      (      (現現現現    取締役取締役取締役取締役)))) 

 

            （３）退任予定役員（３）退任予定役員（３）退任予定役員（３）退任予定役員 

                取締役取締役取締役取締役                            尾尾尾尾    﨑﨑﨑﨑        末末末末    次次次次                     

                監査役監査役監査役監査役((((常勤常勤常勤常勤))))                金金金金    丸丸丸丸        直直直直    樹樹樹樹                             

         

            （４）異動（４）異動（４）異動（４）異動 

            取締役取締役取締役取締役            山山山山    中中中中        義義義義    臣臣臣臣        （現（現（現（現    三交興業三交興業三交興業三交興業    社長）社長）社長）社長）        三交ホーム三交ホーム三交ホーム三交ホーム    社長に就任予定社長に就任予定社長に就任予定社長に就任予定 

            取締役取締役取締役取締役        河河河河    戸戸戸戸        義義義義    男男男男        （現（現（現（現    三交不動産三交不動産三交不動産三交不動産    専務）専務）専務）専務）    三交ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙ三交ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙ三交ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙ三交ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙ    社長に就任予定社長に就任予定社長に就任予定社長に就任予定 

            取締役取締役取締役取締役        大大大大    石石石石        秀秀秀秀    治治治治        （現（現（現（現    三交不動産三交不動産三交不動産三交不動産    常務）常務）常務）常務）    アンクアンクアンクアンク    社長に就任予定社長に就任予定社長に就任予定社長に就任予定 

 

    ３３３３....補欠監査補欠監査補欠監査補欠監査役候補役候補役候補役候補 

          補欠監査役補欠監査役補欠監査役補欠監査役                                        土井内土井内土井内土井内                惠惠惠惠                        監査室部長監査室部長監査室部長監査室部長 

                            補欠監査役（社外）補欠監査役（社外）補欠監査役（社外）補欠監査役（社外）        山山山山    田田田田                    巧巧巧巧            近畿日本鉄道近畿日本鉄道近畿日本鉄道近畿日本鉄道    執行役員執行役員執行役員執行役員 グループ事業本部副本部長グループ事業本部副本部長グループ事業本部副本部長グループ事業本部副本部長 

（注）山田巧氏は、社外監査役の要件を満たす候補者であります。（注）山田巧氏は、社外監査役の要件を満たす候補者であります。（注）山田巧氏は、社外監査役の要件を満たす候補者であります。（注）山田巧氏は、社外監査役の要件を満たす候補者であります。    
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Ⅱ. 三重交通株式会社  （平成１９年６月２８日付）  

                                                                                                                                                                                                 

    １１１１....代表取締役の異動代表取締役の異動代表取締役の異動代表取締役の異動 
                                                                                                        おおおおくだくだくだくだ        たかひろたかひろたかひろたかひろ 

            代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役    会長会長会長会長                        奥奥奥奥    田田田田    卓卓卓卓    廣廣廣廣                ((((現現現現    代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長)))) 
                                                                                        もりぐちもりぐちもりぐちもりぐち    あきよしあきよしあきよしあきよし 

            代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役    社長社長社長社長                    森森森森    口口口口        明明明明    好好好好      (      (      (      (現現現現    代表取締役専務代表取締役専務代表取締役専務代表取締役専務)))) 

                     

                    取締役取締役取締役取締役                                                    中中中中    山山山山    良良良良    德德德德      (      (      (      (現現現現    代表取締役専務代表取締役専務代表取締役専務代表取締役専務) ) ) )  

 

                    監査役監査役監査役監査役                                        尾尾尾尾    﨑﨑﨑﨑        末末末末    次次次次      (      (      (      (現現現現    代表取締役専務代表取締役専務代表取締役専務代表取締役専務)           )           )           )            

 

    ２２２２....その他の役員の異動その他の役員の異動その他の役員の異動その他の役員の異動 

            （１）新任取締（１）新任取締（１）新任取締（１）新任取締役候補役候補役候補役候補 

                                                                                                    森森森森    川川川川        正正正正    治治治治                            三交自動車サービス三交自動車サービス三交自動車サービス三交自動車サービス    社長社長社長社長 

                                                                                                        川川川川    村村村村    則則則則    之之之之                            人事部長人事部長人事部長人事部長 

                                                                                                        藤藤藤藤    井井井井    俊俊俊俊    彰彰彰彰                            鳥羽シーサイドホテル鳥羽シーサイドホテル鳥羽シーサイドホテル鳥羽シーサイドホテル    社長社長社長社長                                 

 

            （２）新任監査役候補（２）新任監査役候補（２）新任監査役候補（２）新任監査役候補 

                                                                                                    尾尾尾尾    﨑﨑﨑﨑        末末末末    次次次次       (       (       (       (現現現現    代表取締役専務代表取締役専務代表取締役専務代表取締役専務)          )          )          )           

 

            （３）退任予定役員（３）退任予定役員（３）退任予定役員（３）退任予定役員 

                                    取締役取締役取締役取締役                                        柳柳柳柳    生生生生        利利利利    勝勝勝勝           (   (   (   (引き続き三交ホールディングス引き続き三交ホールディングス引き続き三交ホールディングス引き続き三交ホールディングス    副社長副社長副社長副社長 

                                                                                                            及び及び及び及び三交不動産三交不動産三交不動産三交不動産    社長に就任社長に就任社長に就任社長に就任)))) 

                        取締役取締役取締役取締役                                                山山山山    中中中中        義義義義    臣臣臣臣                （現三交興業社長､三交ホーム社長に就任予定）（現三交興業社長､三交ホーム社長に就任予定）（現三交興業社長､三交ホーム社長に就任予定）（現三交興業社長､三交ホーム社長に就任予定） 

                                    監査役監査役監査役監査役((((常勤常勤常勤常勤)      )      )      )      金金金金    丸丸丸丸        直直直直    樹樹樹樹 

                        監査役監査役監査役監査役((((社外社外社外社外)      )      )      )      坪坪坪坪    井井井井        俊俊俊俊    輔輔輔輔           (   (   (   (引き続き三交ホールディングス引き続き三交ホールディングス引き続き三交ホールディングス引き続き三交ホールディングス    監査役（社外）監査役（社外）監査役（社外）監査役（社外） 

                                                                                                            に就任に就任に就任に就任)))) 

 

 

            （４）昇格予定役員（４）昇格予定役員（４）昇格予定役員（４）昇格予定役員 

                        常務取締役常務取締役常務取締役常務取締役                                山山山山    谷谷谷谷        行行行行    雄雄雄雄       (       (       (       (現現現現    取締役取締役取締役取締役)))) 

 

 

Ⅲ. 三交不動産株式会社 （平成１９年６月２８日付） 

                                                                                                                                                                                                 

    １１１１....代表取締役の異動代表取締役の異動代表取締役の異動代表取締役の異動 

            （１）新任代表取締役候補（１）新任代表取締役候補（１）新任代表取締役候補（１）新任代表取締役候補 
                                                                                                        おくだおくだおくだおくだ        たかひろたかひろたかひろたかひろ 

            代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役    会長会長会長会長                        奥奥奥奥    田田田田    卓卓卓卓    廣廣廣廣                 ( ( ( (現現現現    取締役取締役取締役取締役)))) 

 

            （（（（２）退任予定代表取締役２）退任予定代表取締役２）退任予定代表取締役２）退任予定代表取締役 

                代表取締役専務代表取締役専務代表取締役専務代表取締役専務                        河河河河    戸戸戸戸    義義義義    男男男男       (       (       (       (三交ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙ三交ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙ三交ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙ三交ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙ    社長に就任予定）社長に就任予定）社長に就任予定）社長に就任予定） 
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２２２２....その他の役員の異動その他の役員の異動その他の役員の異動その他の役員の異動 

            （１）新任役員候補（１）新任役員候補（１）新任役員候補（１）新任役員候補 

                                    取締役取締役取締役取締役    候補候補候補候補            中中中中    川川川川    勝勝勝勝    典典典典                            経営推進室経営推進室経営推進室経営推進室    部長部長部長部長 

                                    監査役監査役監査役監査役    候補候補候補候補                        尾尾尾尾    﨑﨑﨑﨑        末末末末    次次次次                         

 

            （２）退任予定役員（２）退任予定役員（２）退任予定役員（２）退任予定役員 

                                        取締役取締役取締役取締役                                寺寺寺寺    崎崎崎崎        清清清清    彦彦彦彦                     

                                        取締役取締役取締役取締役                                            清清清清    水水水水        一一一一    郎郎郎郎      (      (      (      (引き続き引き続き引き続き引き続き    三交ｺﾐﾕﾆﾃｲ三交ｺﾐﾕﾆﾃｲ三交ｺﾐﾕﾆﾃｲ三交ｺﾐﾕﾆﾃｲ    社長に就任社長に就任社長に就任社長に就任)))) 

                                        取締役取締役取締役取締役                                            堀堀堀堀    内内内内                    治治治治                            ((((引き続き引き続き引き続き引き続き    三重ｶﾝﾂﾘｰｸﾗﾌﾞ三重ｶﾝﾂﾘｰｸﾗﾌﾞ三重ｶﾝﾂﾘｰｸﾗﾌﾞ三重ｶﾝﾂﾘｰｸﾗﾌﾞ    社長に就任社長に就任社長に就任社長に就任)))) 

                                        監査役監査役監査役監査役                                            土井内土井内土井内土井内            惠惠惠惠                 

 

            （３）昇格予定役員（３）昇格予定役員（３）昇格予定役員（３）昇格予定役員 

                            常務取締役常務取締役常務取締役常務取締役                            中中中中    尾尾尾尾    福福福福    伸伸伸伸      (      (      (      (現現現現    取締役取締役取締役取締役)))) 

                                    常務取締役常務取締役常務取締役常務取締役                    沼沼沼沼    田田田田    政政政政    行行行行      (      (      (      (現現現現    取締役取締役取締役取締役)))) 

 

            （４）異動（４）異動（４）異動（４）異動 

                 (     (     (     (現現現現    常務取締役常務取締役常務取締役常務取締役)   )   )   )   大大大大    石石石石        秀秀秀秀    治治治治                        取締役、アンク取締役、アンク取締役、アンク取締役、アンク    社長に就任予定社長に就任予定社長に就任予定社長に就任予定 

 

 

Ⅳ. その他の異動 （平成１９年６月２８日付） 

 

                                横横横横    山山山山                    等等等等        （現（現（現（現    三交ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙ三交ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙ三交ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙ三交ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙ    社長）社長）社長）社長）            三交興業三交興業三交興業三交興業    社長に就任予定社長に就任予定社長に就任予定社長に就任予定 

                                寺寺寺寺    崎崎崎崎        清清清清    彦彦彦彦        （現（現（現（現    三交ホーム三交ホーム三交ホーム三交ホーム    社長）社長）社長）社長）                            退退退退任任任任予定予定予定予定 

 

 

Ⅴ. 就任・異動予定日 

 

        平成１９年６月２８日平成１９年６月２８日平成１９年６月２８日平成１９年６月２８日            （各社（各社（各社（各社    定時株主総会終了後）定時株主総会終了後）定時株主総会終了後）定時株主総会終了後）    

                                                                  

以以以以        上上上上 
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                          平成19年５月18日  
                          三重交通株式会社  
 
 
三重交通株式会社 新任 代表取締役社長 候補  
 
 
  森森森森    口口口口    明明明明    好好好好        （もりぐち（もりぐち（もりぐち（もりぐち        あきよし）あきよし）あきよし）あきよし）          
 
 
 生年月日    昭和２４年１０月２０日 （満５７歳）  
 
 最終学歴    大阪市立大学 経済学部卒業  
 
 出 身 地        三重県  
 
 略  歴  
 
  昭和４７年 ４月  三重交通株式会社入社  
  平成 ４年 ７月   同社 乗合事業部長  
  平成 ９年 ７月   同社 企画管理部長  
  平成１２年 ７月   同社 自動車事業本部 副本部長  
  平成１５年 ６月      同社 取締役 自動車事業本部長  
  平成１７年 ６月      同社 専務取締役（現職）  
  平成１８年１０月  株式会社三交ホールディングス取締役（現職）  
 
  就任予定      平成１９年６月２８日 （定時株主総会終了後）  
   
  ※ 現 代表取締役社長 奥田卓廣は、代表取締役会長に就任予定  
 
                                                            以  上  
 
 
 


