
平成 25年 12月２日

各 位

会 社 名 関東天然瓦斯開発株式会社

代表者名 代表取締役社長 吉井 正德

（コード番号 1661 東証第一部）

問合せ先 総務部マネージャー中山 正吾

（TEL 03-3241-5511）

会 社 名 大多喜ガス株式会社

代表者名 代表取締役 取締役社長 渡 部 均

（コード番号 9541 東証第二部）

問合せ先 総務部総務グループマネージャー

新井 賢太郎

（TEL 0475-24-0010）

「Ｋ＆Ｏエナジーグループ株式会社」及び主要会社の役員人事に関するお知らせ

関東天然瓦斯開発株式会社と大多喜ガス株式会社は、両社の経営統合に伴い平成 26 年１月６日付

（予定）で設立する持株会社「Ｋ＆Ｏエナジーグループ株式会社」の役員の分掌及び同社グループの主

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

Ⅰ．Ｋ＆Ｏエナジーグループ株式会社

１． 役員の分掌について

（取締役）

代表取締役会長 吉井 正德

代表取締役社長 社長執行役員 渡部 均

常務取締役 常務執行役員 梶田 直

常務取締役 常務執行役員 西村 潤一

常務取締役 常務執行役員 長濱 新太郎 企画部管掌

取締役 執行役員 須永 信之 人事部管掌

取締役 執行役員 中瀬 清

取締役 執行役員 水野 彦二郎 経理部長

取締役 執行役員 森 武 総務部長

取締役 棚橋 祐治

取締役 大槻 幸一郎



（監査役）

常勤監査役 木藤 博正

常勤監査役 成嶋 隆男

社外監査役 田中 尚文

社外監査役 吉益 信治

（取締役を兼務しない執行役員）

執行役員 加藤 宏明

執行役員 木村 健

執行役員 緑川 昭夫

執行役員 樋口 朋之

執行役員 三上 七五郎

執行役員 松尾 建次

（以上 実施日 平成26 年1 月 6 日予定）

Ⅱ．主要会社の役員人事について

１．関東天然瓦斯開発株式会社

（１）代表取締役の異動予定

① 昇任代表取締役候補者

代表取締役会長 吉井 正德

（ 現：代表取締役社長 ）

② 新任代表取締役候補者

代表取締役社長 梶田 直

（ 現：大多喜ガス㈱常務取締役営業本部長 ）

③ 退任予定代表取締役

代表取締役常務茂原鉱業所長 長濱 新太郎

（２）その他の役員の異動

① 新任取締役候補者

取締役生産供給本部開発部長兼技術部長 樋口 朋之

（ 現：茂原鉱業所技術部長 ）

② 退任予定取締役

取締役企画部長 加藤 宏明

取締役 大槻 幸一郎

③ 新任監査役候補者

常勤監査役 椎野 敏彦

④ 退任予定監査役

社外監査役 田中 尚文

社外監査役 吉益 信治



⑤ その他の異動

常務取締役生産供給本部長 木村 健

（ 現：取締役茂原鉱業所鉱業部・工務部・技術部管掌、同所開発部長 ）

常務取締役経理部長 須永 信之

（ 現：取締役人事部管掌、経理部長 ）

常務取締役かん水資源研究部管掌、企画管理部長 中瀬 清

（ 現：取締役茂原鉱業所かん水資源研究部・技術管理部管掌、同所環境保安部長 ）

取締役総務部長 森 武

（ 現：取締役営業部管掌、総務部長、茂原鉱業所総務部長 ）

（以上 実施日 平成26 年1 月 6 日予定）

２．大多喜ガス株式会社

（１）代表取締役の異動予定

① 昇任代表取締役候補者

代表取締役専務取締役 西村 潤一

（ 現：代表取締役常務取締役 ）

（２）その他の役員の異動

① 新任取締役候補者

取締役営業本部地域営業部長 三上 七五郎

（ 現：営業本部地域営業部長 ）

取締役経営企画部長 松尾 建次

（ 現：関東天然瓦斯開発㈱総務部顧問 ）

② 退任予定取締役

常務取締役営業本部長 梶田 直

③ 新任監査役候補者

監査役 成嶋 隆男

④ 退任予定監査役

社外監査役 吉益 信治

社外監査役 武田 俊博

⑤ その他の異動

常務取締役営業本部長 加藤 宏明

（ 現：取締役経営企画部長 ）

取締役総務部・経理部管掌 水野 彦二郎

（ 現：総務部管掌、経理部長 ）

（以上 実施日 平成26 年1 月 6 日予定）

以上



［ 参考 ］

取締役・監査役及び執行役員一覧（平成26 年1 月 6 日付）

Ｋ＆Ｏエナジーグループ株式会社

（取締役）

代表取締役会長 吉井 正德

代表取締役社長 社長執行役員 渡部 均

常務取締役 常務執行役員 梶田 直

常務取締役 常務執行役員 西村 潤一

常務取締役 常務執行役員 長濱 新太郎 企画部管掌

取締役 執行役員 須永 信之 人事部管掌

取締役 執行役員 中瀬 清

取締役 執行役員 水野 彦二郎 経理部長

取締役 執行役員 森 武 総務部長

取締役 棚橋 祐治

取締役 大槻 幸一郎

（１１名）

（監査役）

常勤監査役 木藤 博正

常勤監査役 成嶋 隆男

社外監査役 田中 尚文

社外監査役 吉益 信治

（４名）

（取締役を兼務しない執行役員）

執行役員 加藤 宏明

執行役員 木村 健

執行役員 緑川 昭夫

執行役員 樋口 朋之

執行役員 三上 七五郎

執行役員 松尾 建次

（６名）



取締役・監査役一覧（平成26 年 1 月6 日付）

関東天然瓦斯開発株式会社

（取締役）

代表取締役会長 吉井 正德

代表取締役社長 梶田 直

常務取締役 木村 健 生産供給本部長

常務取締役 須永 信之 経理部長

常務取締役 中瀬 清 かん水資源研究部管掌、企画管理部長

取締役 森 武 総務部長

取締役 樋口 朋之 生産供給本部開発部長兼技術部長

（７名）

（監査役）

常勤監査役 椎野 敏彦

監査役 木藤 博正

監査役 成嶋 隆男

（３名）

大多喜ガス株式会社

（取締役）

代表取締役社長 渡部 均

代表取締役専務 西村 潤一

常務取締役 加藤 宏明 営業本部長

取締役 緑川 昭夫 供給部管掌、技術部長

取締役 水野 彦二郎 総務部・経理部管掌

取締役 三上 七五郎 営業本部地域営業部長

取締役 松尾 建次 経営企画部長

（７名）

（監査役）

常勤監査役 斉藤 喜輝

監査役 木藤 博正

監査役 成嶋 隆男

（３名）

以上


