
 
           平成２1年1月６日 

各 位 
東京都世田谷区代沢五丁目２番１号 

                           東邦薬品株式会社 
                   代表取締役社長     濱 田  矩 男 

                           （東証第一部 コード番号８１２９） 
問い合せ先 

      執 行 役 員 
      経営企画室長兼広報・ＩＲ室長 

                        石 井  護 
                                （電話 ０３－４３３０―３７３２） 

 

持株会社制移行に伴う当社および連結子会社の役員人事および人事異動の内定のお知らせ 

 
 当社は、本日開催の取締役会において、持株会社制に移行するために、平成20年2月13日に開催予定の臨時

株主総会に付議する代表取締役および役付取締役等を内定いたしました。 

併せて、連結子会社の取締役および執行役員等の異動についても内定いたしましたので、下記の通りお知らせい

たします。 

 

記 

 
Ⅰ．東邦ホールディングス株式会社（現東邦薬品株式会社、平成21年4月1日付で商号変更） 
１．代表取締役および取締役の内定と委嘱事項(平成21年4月１日) 

氏  名 新役位・委嘱事項 現役位・委嘱事項 

松谷 高顕 代表取締役会長 
東邦薬品㈱ 

代表取締役会長 ＣＥＯ 

濱田 矩男 代表取締役社長 
東邦薬品㈱ 

代表取締役社長 ＣＥＯ兼ＣＯＯ 

河野 博行 
取締役副社長 

医薬品卸事業担当 

東邦薬品㈱ 

取締役副社長 

本間 利夫 
取締役 

営業担当 

東邦薬品㈱ 

専務取締役 営業担当 

松谷 竹生 
取締役 

グループ戦略担当 

東邦薬品㈱ 

専務取締役 管理・経営企画担当 

 

２．執行役員の内定と委嘱事項（平成21年4月1日） 

氏  名 新 職 現 職 

森久保 光男 
執行役員 

システム･ロジスティックス担当 

東邦薬品㈱ 

常務取締役 

開発本部長 兼 ＳＰＤ室長 

荻野 守 
執行役員 

財務担当  

東邦薬品㈱ 

常務取締役 管理本部長  

片岡 滋 
執行役員 

関連企業担当 

東邦薬品㈱ 

常務執行役員 関連企業担当 
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氏  名 新 職 現 職 

加藤 勝哉 
執行役員 

コーポレート･コミュニケーション室長 

東邦薬品㈱ 

取締役 経営企画本部長 

石井 護 
執行役員 

経営企画室長 

東邦薬品㈱ 

執行役員 

経営企画室長 兼 広報･ＩＲ室長 

 

 

３． 監査役の内定（平成21年4月1日） 

氏  名 新 職 現 職 

北道 武敏 監査役 東邦薬品㈱ 

監査役 

松宮 幹彦 監査役 東邦薬品㈱ 

監査役 

松本 禎郎 監査役 東邦薬品㈱ 

監査役 

剱持  弘 監査役 東邦薬品㈱ 

監査役 

佐藤  宏 監査役 東邦薬品㈱ 

監査役 

 
Ⅱ．東邦薬品株式会社（医薬品卸事業会社、現東邦ホールディングス株式会社、平成21年4月1日付で商号 

変更） 
取締役・執行役員等の内定（平成21年4月1日付） 

氏  名 新 職 現 職 

濱田 矩男 代表取締役会長 東邦薬品㈱ 

代表取締役社長 ＣＥＯ兼ＣＯＯ 

河野 博行 代表取締役社長 東邦薬品㈱ 

取締役副社長 

本間 利夫 専務取締役 営業担当 東邦薬品㈱ 

専務取締役 営業担当 

松谷 竹生 専務取締役 東邦薬品㈱ 

専務取締役 管理・経営企画担当 

佐藤  茂 常務取締役 営業本部長 東邦薬品㈱ 

常務取締役 営業本部長 

森久保光男 常務取締役 開発本部長 東邦薬品㈱ 

常務取締役 開発本部長 

荻野  守 常務取締役 管理本部長 東邦薬品㈱ 

常務取締役 管理本部長 

内藤 温子 
取締役 薬事医薬情報部管掌 

兼 薬事医薬情報部長 

兼 薬事医薬情報担当部長 

東邦薬品㈱ 

取締役 薬事医薬情報部管掌 

兼 薬事医薬情報部長 

兼 薬事医薬情報担当部長 
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氏  名 新 職 現 職 

小川 健吾 取締役 管理本部副本部長 東邦薬品㈱ 

取締役 管理本部副本部長 

杉本 敏夫 取締役 東邦薬品㈱ 

取締役 

小林  孝 取締役 東邦薬品㈱ 

取締役 

加藤 勝哉 取締役 東邦薬品㈱ 

取締役 経営企画本部長 

若狭 範隆 取締役 東邦薬品㈱ 

取締役 

山口 雄三 取締役 東邦薬品㈱ 

取締役 

中坪 淳晏 取締役 東邦薬品㈱ 

取締役 

須江 一成 取締役 東邦薬品㈱ 

取締役 

酒井 裕央 取締役 東邦薬品㈱ 

取締役 

中里六千夫 取締役 東邦薬品㈱ 

取締役 

松井秀太郎 取締役 東邦薬品㈱ 

取締役 

西尾 時明 取締役 東邦薬品㈱ 

取締役 

寺園 忠勝 取締役 東邦薬品㈱ 

取締役 

窪田 豊治 取締役 東邦薬品㈱ 

取締役 

渡邉 義夫 常務執行役員 
東邦薬品㈱ 
常務執行役員  
営業本部 副本部長 調剤薬局担当 

多田  高 常務執行役員 
営業本部 副本部長 病院担当 

東邦薬品㈱ 

常務執行役員 

営業本部 副本部長 病院担当 

小川 力也 執行役員 

営業本部 副本部長 利益管理担当 

東邦薬品㈱ 

執行役員 

営業本部 副本部長 利益管理担当 

多田 哲朗 執行役員 検査薬事業部長 東邦薬品㈱ 

執行役員 検査薬事業部長 

有留 逸郎 執行役員 物流本部長 東邦薬品㈱ 

執行役員 物流本部長 

三浦 幹雄 執行役員 

共創未来薬務担当 兼 ＰＭＳ担当部長 

東邦薬品㈱ 

執行役員 

共創未来薬務担当 兼 ＰＭＳ担当部長 

成川 光弘 執行役員 カスタマーサポート本部長 東邦薬品㈱ 

執行役員 カスタマーサポート本部長 
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氏  名 新 職 現 職 

星野 文夫 執行役員 

営業本部 東北担当部長 
東邦薬品㈱ 

執行役員 営業本部 東北担当部長 

千葉 喜一 
執行役員 

営業本部 首都圏担当部長 

兼 東京営業部長 

東邦薬品㈱ 

執行役員 

営業本部 首都圏担当部長 

兼 東京営業部長 

有働  敦 執行役員 

営業本部 企画推進部長 
東邦薬品㈱ 

執行役員 営業本部 企画推進部長 

若林  薫 執行役員 

管理本部 総務部長 
東邦薬品㈱ 

執行役員 管理本部 総務部長 

佐々木 透  執行役員 

管理本部 財務経理部長 
東邦薬品㈱ 

執行役員 管理本部 財務経理部長 

片岡  滋 監査役 東邦薬品㈱ 

常務執行役員 関連企業担当 

 

Ⅲ. ファーマクラスター株式会社（調剤薬局事業管理会社） 

取締役・執行役員等の内定（平成21年4月1日付） 

氏  名 新 職 現 職 

柏木  實 代表取締役会長 ㈱エトス 
代表取締役会長 

須江 一成 代表取締役社長 ㈱エトス 
代表取締役社長 

皿澤 康孝 取締役 ㈱エトス 
取締役（非常勤） 

木下 弘貴 取締役 ㈱東薬 
代表取締役社長 

栗田 武士 取締役 ㈱全快堂薬局 
代表取締役社長 

岡山 善郎 取締役 ㈱ファーマダイワ 
代表取締役社長 

山家  靖 取締役 ㈱オオノ 
代表取締役社長 

本間 利夫 取締役 東邦薬品㈱ 

専務取締役 営業担当 

渡邉 義夫 取締役 
営業担当 兼 グループ企画部長 

東邦薬品㈱ 
常務執行役員 
営業本部 副本部長 調剤薬局担当 

安 新二 執行役員 
管理部長 

東邦薬品㈱ 
経営企画本部 経営企画室 次長 

片岡  滋 監査役 東邦薬品㈱ 

常務執行役員 関連企業担当 
 

以 上  


