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平成27年 12月 25日 

各 位 

会 社 名  京阪電気鉄道株式会社 

代表者名  取締役社長 加 藤 好 文 

コード番号 9045 

上場取引所 東京（第1部） 

問合せ先 

（役職）経営統括室経営戦略担当部長 

（氏名）塩 山  等 

（T E L）06-6945-4585 

 

 

当社役員の担当業務変更ならびに子会社役員の異動に関するお知らせ 

 

 

 当社は、平成28年 4月1日付で持株会社へ移行し、商号を「京阪ホールディングス株式会社」に変

更いたしますが、本日開催の取締役会において、平成28年 4月 1日付の役員担当業務の変更について

決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 また、当社の完全子会社であり、平成28年 4月 1日付で当社の鉄軌道事業、遊園地業を吸収分割に

より承継予定の京阪電気鉄道株式会社（同日付で京阪電気鉄道分割準備株式会社から商号変更の予定、

以下「新・京阪電気鉄道株式会社」と表示します。）では、業務を遂行する役員の体制を整えるため、

本日開催の同社取締役会の決議により、平成28年 1月 4日開催予定の同社臨時株主総会後に下記のと

おり役員の異動を行うことを内定いたしましたので、あわせてお知らせいたします。 

 なお、新・京阪電気鉄道株式会社の役員の異動につきましては、同社臨時株主総会および同株主総

会後の取締役会において正式に決定される予定です。 

 

 

記 

 

１．当社役員の担当業務の変更（平成28年 4月 1日付の役職および担当業務は別紙１のとおり） 

氏名 役職 現担当業務 新担当業務 

加藤 好文 代表取締役社長 

ＣＥＯ兼ＣＯＯ 

執行役員社長 

経営統括室長 経営統括室長 

 

下條 弘 取締役 

専務執行役員 

経営統括室副室長、安全 

推進部・鉄道企画部担当 

〔運輸業統括責任者〕 

経営統括室副室長 

〔運輸業統括責任者〕 
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氏名 役職 現担当業務 新担当業務 

三浦 達也 取締役 

常務執行役員 

四条河原町ビル準備室長、

経営統括室副室長(事業推

進担当<新規事業>)、アセッ

ト事業部・開発事業部担当 

〔不動産業統括責任者〕 

四条河原町ビル準備室長、

経営統括室副室長（経営戦

略担当<新規事業>・事業推

進担当<沿線再耕>） 

〔不動産業統括責任者〕 

太刀川 克己 取締役 

常務執行役員 

監査内部統制室長、経営統

括室副室長(事業推進担当 

<エリア戦略・観光>)、京都

担当 

〔レジャー・サービス業 

統括責任者〕 

監査内部統制室長、経営統

括室副室長(事業推進担当 

<観光創造>)、京都担当 

〔レジャー・サービス業 

統括責任者〕 

前田 佳彦 取締役 

常務執行役員 

持株会社移行準備室長、 

経営統括室室長代理(総務

部・人事部・経理部担当)  

経営統括室室長代理(総務

部・人事部・経理部担当) 

淺井 栄一 常務執行役員 経営統括室副室長、鉄道 

営業部・大津鉄道部担当 

〔運輸業副統括責任者〕 

経営統括室副室長 

〔運輸業副統括責任者〕 

中西 基之 執行役員 経営統括室経営戦略担当 

部長 

経営統括室経営戦略担当 

部長 

中野 道夫 執行役員 工務部・電気部・車両部 

担当 

〔運輸業統括〕 

〔運輸業統括〕 

上野 正哉 執行役員 四条河原町ビル準備室  

副室長 

〔流通業統括責任者〕 

四条河原町ビル準備室  

副室長 

〔流通業統括責任者〕 

稲地 利彦 執行役員 〔レジャー・サービス業 

副統括責任者〕 

〔レジャー・サービス業 

副統括責任者〕 

石丸 昌宏 執行役員 持株会社移行準備室副室

長、経営統括室経営戦略担

当・ＩＴ推進部担当 

経営統括室経営戦略担当  

<全社戦略・広報・ＣＳＲ>・

ＩＴ推進部担当 

立山 卓司 執行役員 経営統括室事業推進担当  

<マーケティング･宣伝>、 

経営統括室事業推進担当部

長 

経営統括室事業推進担当  

<マーケティング･デザイン

>、経営統括室事業推進担当

部長 

平川 良浩 執行役員 工務部長 経営統括室グループ事業 

統括担当部長 

※社外取締役および監査役を含む、当社役員の役職の異動はございません。 
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２．当社の業務組織 

 平成28年 4月 1日付の、当社の業務組織は別紙２のとおりとなります。 

 

３．新・京阪電気鉄道株式会社の役員の異動（いずれも平成28年 1月 4日付、平成28年 4月 1日付

で京阪電気鉄道分割準備株式会社から商号変更の予定） 

 （1）新任取締役候補者（代表取締役の略歴は別紙３のとおり） 

   代表取締役社長     加藤 好文 

   代表取締役専務取締役  下條 弘 

常務取締役       前田 佳彦 

   常務取締役       淺井 栄一 

   常務取締役       中野 道夫 

   取締役         平川 良浩 

   取締役         井上 欣也 

 （2）退任予定取締役 

   代表取締役社長  堀野 和久 

   取締役      吉村 洋一 

 （3）新任監査役候補者 

      監査役   井関 隆政 

   監査役   古﨑 康成 

 （4）平成28年 4月 1日付の、同社役員の役職および担当業務は別紙４、同社の業務組織は別紙５

のとおりとなります。 

 

 

以 上 
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別紙１ 

【京阪ホールディングス株式会社 役員の役職および担当業務】（平成28年 4月 1日付） 

氏名 役職 担当業務 

加藤 好文 代表取締役社長 

ＣＥＯ兼ＣＯＯ 

執行役員社長 

経営統括室長 

下條 弘 取締役 

専務執行役員 

経営統括室副室長 

〔運輸業統括責任者〕 

三浦 達也 取締役 

常務執行役員 

四条河原町ビル準備室長 

経営統括室副室長（経営戦略担当<新規事業>・事業推進 

担当<沿線再耕>） 

〔不動産業統括責任者〕 

太刀川 克己 取締役 

常務執行役員 

監査内部統制室長 

経営統括室副室長(事業推進担当<観光創造>)、京都担当 

〔レジャー・サービス業統括責任者〕 

前田 佳彦 取締役 

常務執行役員 

経営統括室室長代理(総務部・人事部・経理部担当) 

佃 和夫 取締役  

北 修爾 取締役  

井関 隆政 監査役（常勤）  

長濱 哲郎 監査役（常勤）  

家近 正直 監査役  

島井 章吉 監査役  

梅﨑 壽 監査役  

淺井 栄一 常務執行役員 経営統括室副室長 

〔運輸業副統括責任者〕 

中西 基之 執行役員 経営統括室経営戦略担当部長 

中野 道夫 執行役員 〔運輸業統括〕 

上野 正哉 執行役員 四条河原町ビル準備室副室長 

〔流通業統括責任者〕 

稲地 利彦 執行役員 〔レジャー・サービス業副統括責任者〕 

石丸 昌宏 執行役員 経営統括室経営戦略担当<全社戦略・広報・ＣＳＲ>・ＩＴ

推進部担当 

立山 卓司 執行役員 経営統括室事業推進担当<マーケティング・デザイン>、 

経営統括室事業推進担当部長 

平川 良浩 執行役員 経営統括室グループ事業統括担当部長 
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別紙２ 

【京阪ホールディングス株式会社 業務組織】（平成 28年 4月 1日付） 

 

取締役社長      経営統括室 

 

              経営戦略担当 

               ・全社戦略（※１） 

               ・新規事業 

               ・広報・ＣＳＲ 

 

              グループ事業統括担当 

               ・運輸業 

               ・不動産業 

               ・流通業 

               ・レジャー・サービス業 

 

              事業推進担当 

               ・沿線再耕(※２) 

               ・観光創造(※２) 

               ・マーケティング・デザイン(※２) 

 

              総務部 

               東京事務所 

 

              人事部 

 

              経理部 

 

              ＩＴ推進部 

 

           四条河原町ビル準備室 

 

           監査内部統制室 

 

監 査 役       監査役室 

 

 

(※１)持株会社への移行目的のひとつである、グループＣＲＥ（グループ保有不動産の最有効活用）のさらなる

強化に向け、経営戦略担当にてグループＣＲＥを推進。 

(※２)中期経営計画「創生果敢」（2015～2017 年度）に掲げる「京阪グループ事業の質的向上」や「沿線再耕」「観

光創造」といった主軸戦略の具現化をさらに推し進めるべく、事業推進担当（エリア戦略、観光、マーケ

ティング・宣伝）を、事業推進担当（沿線再耕、観光創造、マーケティング・デザイン）にそれぞれ変更。 
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別紙３ 

【新・京阪電気鉄道株式会社代表取締役の略歴】 

 

加 藤 好 文（かとう よしふみ） 

昭和 26 年 11 月 25 日生 

学 歴 

昭和 50 年 3 月   東北大学法学部卒業 

職 歴 

昭和 50 年 4 月   当社入社 

平成 17 年 6 月    当社取締役 

平成 19 年 6 月    当社取締役常務執行役員 

平成 23 年 6 月    当社代表取締役社長 ＣＥＯ兼ＣＯＯ 執行役員社長（現在） 

 

 

下 條  弘（しもじょう ひろむ） 

昭和 28 年 2 月 6 日生 

        学 歴 

昭和 50 年 3 月   神戸大学工学部卒業 

       職 歴 

昭和 50 年 4 月    当社入社 

平成 19 年 6 月     当社執行役員 

平成 24 年 6 月    当社常務執行役員 

平成 25 年 6 月   当社取締役常務執行役員 

平成 27 年 6 月   当社取締役専務執行役員（現在） 
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別紙４  

【新・京阪電気鉄道株式会社 役員の役職および担当業務】（平成 28年 4月 1 日付） 

氏名 役職 担当業務 

加藤 好文 代表取締役社長  

下條 弘 代表取締役 

専務取締役 

経営企画部・安全推進部・監査部担当 

前田 佳彦 常務取締役 総務部・人事部・経理部担当 

淺井 栄一 常務取締役 営業推進部・大津営業部担当 

中野 道夫 常務取締役 工務部・電気部・車両部担当 

石丸 昌宏 取締役 広報部・ＩＴ推進部担当 

平川 良浩 取締役 工務部長 

井上 欣也 取締役 営業推進部長 

井関 隆政 監査役  

長濱 哲郎 監査役  

古﨑 康成 監査役  
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別紙５ 

【新・京阪電気鉄道株式会社 業務組織】（平成 28 年 4月 1日付） 

 

取締役社長        経営企画部 

 

             安全推進部 

 

             営業推進部 

 

             工務部 

 

             電気部 

 

             車両部 

 

             大津営業部 

 

             総務部 

              東京事務所 

             広報部 

             人事部 

             経理部 

             ＩＴ推進部 

 

             監査部 

 

監 査 役         監査役室 

 


