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平成22年12月17日 

各 位 

上場会社名 株式会社ＴＯＫＡＩ 

（登記社名 株式会社ザ・トーカイ） 

代表者名 代表取締役社長 西郷 正男 

（コード番号8134 東証・名証各第１部） 

問合せ先責任者 常務執行役員総務部長 望月  廣 

（ＴＥＬ 054－254－8181） 
 

会 社 名 株式会社ビック東海 

代表者名 代表取締役社長 早川 博己 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 2306） 

問合せ先責任者 常務取締役管理本部長 小澤 博之 

（ＴＥＬ 03－5687－3109） 

 

「株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス」及び主要会社の役員人事に関するお知らせ

 

株式会社ＴＯＫＡＩと株式会社ビック東海は、両社の経営統合に伴い平成23年４月１日付（予定）で設立す

る持株会社「株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス」及び主要会社の役員人事につきまして、下記のとおり内

定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．株式会社ＴＯＫＡＩホールディングスの役員人事について 

 

（１） 取締役及び監査役 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （現） 

代表取締役社長（CEO） 鴇田 勝彦 株式会社TOKAI代表取締役会長（CEO） 

代表取締役副社長 西郷 正男 株式会社TOKAI代表取締役社長（COO） 

取締役 専務執行役員 真室 孝教 株式会社TOKAI取締役専務執行役員 

取締役 常務執行役員 村松 邦美 株式会社TOKAI常務執行役員 

取締役 常務執行役員 鈴木 光速 株式会社TOKAI執行役員 

取締役 常務執行役員 溝口 英嗣 株式会社TOKAI執行役員 

取締役（非常勤） 薮崎 正義 株式会社TOKAI取締役副社長執行役員 

取締役（非常勤） 福田 安広 株式会社ビック東海代表取締役専務 

取締役（社外） 小林 憲一 株式会社TOKAI取締役（社外） 

取締役（社外） 

 

鈴木健一郎 鈴与株式会社常務取締役 

常勤監査役 望月  廣 株式会社TOKAI常務執行役員 

監査役（社外） 瀨下  明 株式会社TOKAI監査役（社外） 

監査役（社外） 立石 健二 株式会社TOKAI監査役（社外） 

監査役（社外） 

 

雨貝 二郎 日本アルコール販売株式会社 

代表取締役会長兼社長 
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（２）取締役を兼務しない執行役員 

 

（３）顧問（定款第26条の顧問） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以上 実施日  平成23年4月1日予定） 

 

 

２．主要会社の役員人事について 

（１）株式会社ＴＯＫＡＩの役員人事について 

 

〔取締役〕 

（退任) 

槇田  堯 （現 代表取締役副会長） 

村田 孝文 （現 取締役専務執行役員） 

早川 博己 ＜非常勤＞  

酒井 公夫 ＜社外＞ 

小林 憲一 ＜社外＞ 

（新任） 

水野 幸弘（現 常務執行役員） 

植松 章司（現 常務執行役員） 

小栗 勝男（現 執行役員） 

服部 芳彦（現 執行役員） 

村野 龍市（現 執行役員） 

松永  勉（現 執行役員） 

鈴木  恵（現 執行役員） 

井指利阿己（現 執行役員） 

槙山  実（現 執行役員） 

後藤 和彦（現 執行役員） 

溝口 英嗣（現 執行役員）  ＜非常勤＞ 

 

 

 

  （現） 

常務執行役員 小澤 博之 株式会社ビック東海常務取締役 

執行役員 八木  実 株式会社TOKAI執行役員 

執行役員 槙山  実 株式会社TOKAI執行役員 

執行役員 舟橋  誠 株式会社TOKAI理事 

執行役員 丸山 一洋 株式会社TOKAI理事 

執行役員 山田 潤一 株式会社TOKAI理事 

 （現） 

槇田  堯 

 

 株式会社TOKAI代表取締役副会長、 

東海ガス株式会社代表取締役会長 

早川 博己 

 

 株式会社ビック東海代表取締役社長、 

株式会社TOKAI取締役＜非常勤＞ 
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（役付取締役の異動） 

 （新） （現） 

西郷 正男 代表取締役社長 代表取締役社長（COO） 

薮崎 正義 代表取締役副社長 取締役副社長執行役員 

高橋 信吾 取締役副社長 取締役専務執行役員 

高橋 久克 常務取締役 取締役常務執行役員 

水野 幸弘 常務取締役 常務執行役員 

長谷川喜則 常務取締役 取締役常務執行役員 

植松 章司 常務取締役 常務執行役員 

小栗 勝男 常務取締役 執行役員 

鴇田 勝彦 取締役（非常勤） 代表取締役会長（CEO） 

真室 孝教 

 

取締役（非常勤） 取締役専務執行役員 

 

（以上 実施日  平成23年4月1日予定） 

 

〔執行役員〕 

執行役員制度は、平成 23 年 3 月 31 日付けで廃止し、執行役員全22 名は同日をもって退任する。 

 

取締役及び監査役一覧 

  （現） 

代表取締役社長 西郷 正男 代表取締役社長（COO） 

代表取締役副社長 薮崎 正義 取締役副社長執行役員 

取締役副社長 高橋 信吾 取締役専務執行役員 

常務取締役 高橋 久克 取締役常務執行役員 

常務取締役  水野 幸弘 常務執行役員 

常務取締役 長谷川喜則 取締役常務執行役員 

常務取締役 植松 章司 常務執行役員 

常務取締役 小栗 勝男 執行役員 

取締役 服部 芳彦 執行役員 

取締役 村野 龍市 執行役員 

取締役 松永  勉 執行役員 

取締役 鈴木  恵 執行役員 

取締役 井指利阿己 執行役員 

取締役 槙山  実 執行役員 

取締役 後藤 和彦 執行役員 

取締役（非常勤） 鴇田 勝彦 代表取締役会長（CEO） 

取締役（非常勤） 真室 孝教 取締役専務執行役員 

取締役（非常勤） 

 

溝口 英嗣 執行役員 

常勤監査役 森  千之 常勤監査役 

監査役 湯木 興郎 監査役 

監査役（社外） 瀨下  明 監査役（社外） 

監査役（社外） 立石 健二 監査役（社外） 
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（２）株式会社ビック東海の役員人事について 

 

〔取締役〕 

（退任) 

早川 博己（現 代表取締役社長） 

山口 憲祐（現 専務取締役） 

小澤 博之（現 常務取締役） 

西郷 正男 ＜非常勤＞ 

（新任） 

村田 孝文（現 株式会社TOKAI取締役専務執行役員） 

河口  譲（現 CATV統括本部長付（常務取締役待遇）） 

真室 孝教（現 株式会社TOKAI取締役専務執行役員）   ＜非常勤＞ 

       

（役付取締役の異動） 

 （新） （現） 

鴇田 勝彦 代表取締役社長 取締役会長 

村田 孝文 代表取締役副社長 ＜新任＞ 

福田 安広 代表取締役副社長 代表取締役専務 

河口  譲 常務取締役 ＜新任＞ 

 

〔監査役〕 

（退任) 

増田 繁樹 

村田 孝文 （補欠監査役） 

 

 

（以上 実施日  平成23年4月1日予定） 

 

取締役及び監査役一覧 

  （現） 

代表取締役社長 

 

鴇田 勝彦 取締役会長、 

株式会社TOKAI代表取締役会長（CEO） 

代表取締役副社長 村田 孝文 株式会社TOKAI取締役専務執行役員 

代表取締役副社長 福田 安広 代表取締役専務 

代表取締役専務 藤原 智哉 代表取締役専務 

常務取締役 笛木 桂一 常務取締役 

常務取締役 坂本  渡 常務取締役 

常務取締役 河口  譲 CATV統括本部長付（常務取締役待遇） 

常務取締役 高田 稚彦 常務取締役 

取締役 岩本 裕英 取締役 

取締役 松倉 明広 取締役 

取締役 杉山 康則 取締役 

取締役 望月 俊宏 取締役 

取締役 海野 孝一 取締役 

取締役 中村 俊克 取締役 
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（３）東海ガス株式会社の役員人事について 

 

〔取締役〕 

（新任） 

真室 孝教（現 株式会社TOKAI取締役専務執行役員） ＜非常勤＞ 

       

（役付取締役の異動） 

 （新） （現） 

杉田 浩美 常務取締役 取締役 

匂阪  信 常務取締役 取締役 

石間 尚雄 

 

常務取締役 取締役 

 

（以上 実施日  平成23年4月1日予定） 

 

取締役及び監査役一覧 

以 上 

 

  （現） 

取締役（非常勤） 真室 孝教 株式会社TOKAI取締役専務執行役員 

取締役（非常勤） 高橋 久克 取締役、 

株式会社TOKAI取締役常務執行役員 

 

常勤監査役 鈴木 断行 常勤監査役 

監査役（社外） 池田 信夫 監査役（社外） 

監査役（社外） 

 

御宿 哲也 監査役（社外） 

 

  （現） 

代表取締役会長 槇田  堯 代表取締役会長、 

株式会社TOKAI代表取締役副会長 

代表取締役社長 辻  幸夫 代表取締役社長 

取締役副社長 小林  弘 取締役副社長 

常務取締役 杉田 浩美 取締役 

常務取締役 匂阪  信 取締役 

常務取締役 石間 尚雄 取締役 

取締役 内田  操 取締役 

取締役 今井  博 取締役 

取締役 鈴木 寿幸 取締役 

取締役（非常勤） 

 

鴇田 勝彦 取締役、 

株式会社TOKAI代表取締役会長（CEO） 

取締役（非常勤） 

 

西郷 正男 取締役、 

株式会社TOKAI代表取締役社長（COO） 

取締役（非常勤） 

 

真室 孝教 株式会社TOKAI取締役専務執行役員 

常勤監査役 各務 博俊 常勤監査役 

監査役 渡邊 一明 監査役 

監査役（社外） 寺岡 洋司 監査役（社外） 

監査役（社外） 谷口 芳浩 監査役（社外） 


