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平成 26 年６月 13 日 

各 位 

会 社 名 株式会社京王ズホールディングス 

代表者名 代表取締役社長 横江 実 

 （コード：3731、東証マザーズ） 

問合せ先 取締役管理部長 湯瀬 昭宏 

（TEL：022-722-0333） 

 

 

代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役及び役員及び役員及び役員及び役員の異動の異動の異動の異動に関するお知らせに関するお知らせに関するお知らせに関するお知らせ    

 

当社は、平成 26 年６月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役及び役員

を異動することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 異動の理由 

 平成 26 年５月 23 日付「株式会社光通信による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親

会社及びその他の関係会社、主要株主の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、株式会社光

通信（以下「光通信」といいます。）が平成 26 年４月８日から平成 26 年５月 22 日まで実施し

ておりました当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付けの結果、光

通信が当社株式の総議決権の過半数を取得し、平成 26 年５月 29 日付で当社の親会社になって

おります。それに伴い、平成 26 年４月７日付「株式会社光通信による当社株式に対する公開買

付けに関する意見表明のお知らせ」及び平成 26 年５月 23 日付「臨時株主総会招集のための基

準日設定に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社と光通信との取り決め（以下

「本取り決め」といいます。）により、当社の現取締役３名を辞任させ、光通信が指名する新た

な取締役の選任等を目的とする臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）が平成

26 年７月 29 日に開催予定となっております。 

今回、本取り決めに従い、現代表取締役である横江実、取締役の菅原榮及び取締役の高橋成

介が、本臨時株主総会の終了をもって退任し、新たに新任取締役５名の選任を本臨時株主総会

においてお諮りいたします。 

また、監査役につきましては、監査体制の強化及び充実を図るため、新たに監査役 1 名の選

任を本臨時株主総会においてお諮りいたします。 

なお、同日付「決算期変更及び定款一部変更に関するお知らせ」にて記載のとおり、本臨時

総会において、第１号議案である「定款一部変更の件（決算期及び役員の員数等の変更の件）」

が承認可決された場合、当社の決算期は変更されることになります。そこで、同議案において

は、現任の取締役の当期の任期について、変更後の第 22 期事業年度に関する定時株主総会終結

の時までと変更する旨の定款の附則の新設もお諮りいたします。 

  

２．異動する代表取締役及び役員の氏名及び役職名 

（退任） 

氏名 現役職名 

横江 実 代表取締役 

菅原 榮 取締役（社外） 

高橋 成介 取締役（社外） 
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（新任） 

氏名 新役職名 

鵜沼 洋介 取締役 

和田 英明 取締役（社外） 

藤原 秀樹 取締役（社外） 

森 雄一郎 取締役（社外） 

長野 成晃 取締役（社外） 

竹田 正幸 監査役（社外） 

 

３．新役員の略歴等 

氏名 

（生年月日） 
略歴・地位・担当及び重要な兼職の状況 

鵜沼 洋介 

（昭和 52 年７月 23 日生） 

平成 18 年 11 月 

株式会社京王ズコミュニケーション入社 

移動体通信店舗事業部福島ブロック部長

就任 

平成 19 年 3 月 移動体通信店舗部事業 au 営業部部長就任 

平成 20 年５月 
移動体通信店舗事業部ドコモ営業部部長

就任 

平成 26 年１月 
移動体通信店舗事業部事業部長就任（現

任） 

和田 英明 

（昭和 48 年 12 月 13 日

生） 

平成９年４月 株式会社光通信入社 

平成 16 年６月 株式会社光通信取締役就任 

平成 19 年４月 株式会社光通信常務取締役就任 

平成 20 年２月 株式会社パイオン取締役就任（現任） 

平成 24年４月 
株式会社ハローコミュニケーションズ代

表取締役（現任） 

平成 24年６月 株式会社光通信常務取締役（現任） 

平成 25 年４月 テレコムサービス株式会社代表取締役 

藤原 秀樹 

（昭和 45 年１月３日生） 

平成５年４月 日本テレコム株式会社入社 

平成 15 年 11 月 ボーダフォン株式会社へ転籍 

平成 18 年３月 ボーダフォン株式会社退社 

平成 18 年４月 
株式会社ルートワン（現株式会社ジリオ

ン）入社 

平成 18 年 10 月 
株式会社ルートワン（現株式会社ジリオ

ン）入社 

平成 18 年 11 月 株式会社光通信入社 

平成 18 年 11 月 
テレコムサービス株式会社常務取締役就

任 

平成 21 年６月 
SYPコミュニケーションズ株式会社取締役

就任 

平成 22 年３月 
株式会社キャリアフリー取締役就任（現

任） 

平成 23 年５月 

エフエルシーコミュニケーションズ株式

会社取締役就任 
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テレコムサービス株式会社常務取締役退

任 

平成 23 年６月 

株式会社ジェイ・コミュニケーション代表

取締役就任 

SYPコミュニケーションズ株式会社取締役

退任 

平成 23 年 12 月 株式会社オービーエム山梨取締役就任 

平成 24年３月 
エフエルシーコミュニケーションズ株式

会社取締役退任 

平成 24年６月 

株式会社ジリオン代表取締役就任（現任） 

株式会社 NAC代表取締役就任（現任） 

ガゼル株式会社代表取締役就任（現任） 

平成 25 年４月 
株式会社ベルシステム執行役員就任（現

任） 

平成 25 年６月 

株式会社モバイルキャスト代表取締役就

任（現任） 

テレマート株式会社取締役就任（現任） 

平成 26 年１月 

株式会社ジェイ・コミュニケーション代表

取締役退任 

株式会社ライフグローバライズ取締役就

任 

株式会社ワールドテレネット取締役就任 

株式会社ネクストジョイ取締役就任 

株式会社オービーエム山梨 取締役退任 

森 雄一郎 

（昭和 44年 10 月５日生） 

平成９年 10 月 株式会社光通信入社 

平成 12 年２月 株式会社光通信法務部課長就任 

平成 15 年 12 月 e-まちタウン株式会社監査役就任 

平成 18 年４月 
株式会社ニュートン・フィナンシャル・コ

ンサルティング監査役就任 

平成 19 年４月 株式会社光通信法務部長就任（現任） 

長野 成晃 

（昭和 53 年２月 15 日生） 

平成 15 年４月 株式会社光通信入社 

平成 20 年４月 
株式会社光通信財務部副統轄次長就任（現

任） 

平成 20 年６月 
株式会社ネクストジョイ 社外監査役就

任 

 
株式会社サンライズネットワークス 社

外監査役就任 

平成 21 年２月 
株式会社 ALL Japan Solution社外監査役

就任 

平成 24年８月 
SBMグルメソリューションズ株式会社（現

SGS株式会社）監査役就任（現任） 

平成 25 年６月 
テレコムサービス株式会社監査役就任（現

任） 

 
株式会社スマートスタイルクリエイト監

査役就任（現任） 
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竹田 正幸 

（昭和 50 年１月１日生） 

平成９年４月 三井信託銀行株式会社入社 

平成 13 年 10 月 監査法人トーマツ入社 

平成 23 年９月 竹田公認会計士事務所開所 

平成 23 年 10 月 竹田正幸税理士事務所開所 

平成 24年３月 株式会社つばさパートナーズ設立 

 

４．異動予定日 

 平成 26 年７月 29 日 

 

５．今後の見通し 

 新代表取締役につきましては、平成 26 年７月 29 日開催予定の臨時株主総会後に開催されま

す取締役会にて選任されます。候補者につきましては、詳細が決定次第お知らせいたします。 

以上                                                                                                                             


