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役員人事に関するお知らせ 

 

当社は、平成 21 年 5 月 25 日開催の取締役会において、内定いたしました役員･執行役員人事について

下記の通りお知らせいたします。 
 

記 

 
 

取締役・執行役員・監査役 人事（平成 21 年 6 月 24 日予定） 

氏名 新役職 現役職 

菊川 剛 （重任）取締役会長 

 

取締役会長 

中塚 誠 （重任）代表取締役社長 代表取締役社長 

 

大川 善輝 （新任）取締役副社長執行役員 

テレコム事業本部長 

副社長執行役員 

テレコム事業本部長 

半澤 彰一 （重任）取締役常務執行役員  

企画本部長 兼 業務本部長 

取締役常務執行役員  

企画本部長 兼 業務本部長 

荻原 正也 （新任）取締役常務執行役員 
テレコム事業本部 副本部長 

常務執行役員 
テレコム事業本部 副本部長 

鈴木 達 （重任）取締役執行役員 

グループ事業推進本部長  

取締役執行役員 

グループ事業推進本部長 

友森 宏 （重任）取締役 （非常勤） 取締役 （非常勤） 

 

森 久志 （重任）取締役 （非常勤） 取締役 （非常勤） 

 

川田 均 （重任）取締役 （非常勤） 取締役 （非常勤） 

 

川又 洋伸 （新任）取締役 （非常勤） オリンパス㈱ ビジネスサポート本部長 

（継続） 

道田 能則 （重任）専務執行役員 
テレコム事業本部 本部長補佐 

専務執行役員 
テレコム事業本部 本部長補佐 

野尻 幸宏 （重任）常務執行役員 
テレコム事業本部 首都圏支社長 

常務執行役員 
テレコム事業本部 首都圏支社長 
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氏名 新役職 現役職 

中埜 寛一郎 （重任）執行役員 

企画本部 経営管理部長 

執行役員 

企画本部 経営管理部長 

並木 英雄 （重任）執行役員 
テレコム事業本部 量販営業部長 

執行役員 
テレコム事業本部 量販営業部長 

永繁 充 （重任）執行役員 
テレコム事業本部 法人営業部長 

執行役員 
テレコム事業本部 法人営業部長 

天野 善文 （重任）執行役員 
テレコム事業本部 東北支社長 

執行役員 
テレコム事業本部 東北支社長 

安田 順一 （重任）執行役員 
テレコム事業本部 関西支社長 

執行役員 
テレコム事業本部 関西支社長 

米田 晃久 （重任）執行役員 
テレコム事業本部 東海支社長 

執行役員 
テレコム事業本部 東海支社長 

植村 眞司 （重任）執行役員 
業務本部 総務部長 

兼 業務本部 情報システム部長 

執行役員 
業務本部 総務部長 

兼 業務本部 情報システム部長 
林 真一 （継続）監査役 監査役 

 

林 純一 （重任）監査役 （非常勤） 監査役 （非常勤） 

 

杉本 繁実  （重任）監査役 （非常勤） 監査役 （非常勤） 

 

中西 義典  （継続）監査役 （非常勤） 監査役 （非常勤） 

 
 

※ 取締役は平成 21 年 6 月 24 日開催予定の第 10 回定時株主総会の承認、及びその後に開催される取締役会の承認

をもって就任予定。 

※ 平成 21 年 6 月 24 日開催予定の第 10 回定時株主総会の承認をもって、林 純一、杉本 繁実は監査役に就任予定。 

※ 監査役 林 真一、中西 義典は任期中につき継続。 

※ 新任取締役 

   大川 善輝（おおかわ よしてる） 

   生年月日 昭和２０年５月１１日 

   〔略歴〕 

昭和４３年４月  日商株式会社（現 双日株式会社） 入社 

平成１４年３月  アイ・ティー・テレコム株式会社（現 ITX 株式会社） 監査役  

平成１５年３月  同社取締役 

平成１６年１月  同社常務取締役 営業本部長 

平成１７年６月  同社代表取締役社長 

平成１７年６月  当社取締役（非常勤） 

平成１８年６月  当社取締役（非常勤） 退任 

平成２１年４月  当社副社長執行役員 テレコム事業本部長（現任） 
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荻原 正也 （おぎわら まさや） 

   生年月日 昭和３２年８月２６日 

   〔略歴〕 

昭和５５年４月  日商岩井株式会社（現 双日株式会社） 入社  

平成１５年４月  アイ・ティー・テレコム株式会社（現 ITX 株式会社） 入社  

   同社業務本部副本部長 

平成１５年１２月  同社取締役 

平成１６年１月  同社取締役 営業本部副本部長 

平成１８年４月  同社取締役 経営企画室長 

平成１９年６月  同社取締役常務執行役員 企画・業務本部長 

平成２１年４月  当社常務執行役員 テレコム事業本部副本部長（現任） 

 

川又 洋伸 （かわまた ひろのぶ） 

   生年月日 昭和３４年１月７日 

   〔略歴〕 

昭和５７年４月  オリンパス光学工業株式会社（現 オリンパス株式会社） 入社  

平成１６年１０月  同社経理部長 

平成１７年４月  同社経理部長 兼 企画管理部長 

平成１８年４月  同社経理部長 兼 グローバル管理部長 

平成１９年４月  同社ビジネスサポート本部長 兼 経理部長 兼 グローバル管理部長（現任） 

 

 

退任予定執行役員（平成 21 年 6 月 24 日予定） 

氏名 新役職 現役職 

熊谷 隆一 退任 

 

執行役員 兼 グループ事業推進本部 

 副本部長 
 

※ 熊谷 隆一は平成 21 年 6 月 22 日付にて、当社子会社株式会社ＡＶＳ 代表取締役社長に就任予定。 

 

以上 
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