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持株会社体制への移行に伴うグループ会社の代表取締役及び商号変更等に関するお知らせ 

 

 平成 27 年 11 月 13 日に「持株会社体制への移行に伴うグループ組織再編に関するお知らせ」を

公表いたしました。この度、平成 28 年４月１日からのグループ会社の代表取締役及び商号等が決

定いたしましたので、お知らせいたします。  

 

記 

 

１．会社分割後の状況（分割会社） 

 

（１）商号（変更前） 株式会社ヒューマンウェブ 

   商号（変更後） 株式会社ゼネラル・オイスター 

（２）主な事業内容 持株会社としてのグループ企業の経営管理など  

（３）本店所在地 東京都中央区日本橋茅場町二丁目 13 番 13 号 

（４）代表者の役職・氏名（役職変更前） 代表取締役社長  吉田 秀則 

   代表者の役職・氏名（役職変更後） 代表取締役 CEO  吉田 秀則 

（５）資本金 341,919 千円 

（６）決算期 ３月 31 日 

 

 

２。会社分割後の状況（承継会社） 

 

（１）商号（変更前） ヒューマンウェブ分割準備株式会社 

   商号（変更後） 株式会社ヒューマンウェブ 

（２）主な事業内容 直営店舗事業 

（３）本店所在地 東京都中央区日本橋茅場町二丁目 13 番 13 号 

（４）代表者の役職・氏名（変更前） 代表取締役社長 吉田 秀則 

   代表者の役職・氏名（変更後） 代表取締役社長 渡邊 一博 

（５）資本金 10,000 千円 

（６）決算期 ３月 31 日 

 

 

（１）商号（変更前） ジーオー・ストア分割準備株式会社 

   商号（変更後） 株式会社ジーオー・ストア 

（２）主な事業内容 新規業態店舗事業 

（３）本店所在地 東京都中央区日本橋茅場町二丁目 13 番 13 号 

会 社 名 株 式 会 社 ヒ ュ ー マ ン ウ ェ ブ 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 吉田 秀則 

 （コード番号：3224 東証マザーズ） 

問 合 せ 先 取締役 経営戦略本部  本部長  安部 浩司 

 （TEL.03-6667-6606） 



 

（４）代表者の役職・氏名（変更前） 代表取締役社長 吉田 秀則 

   代表者の役職・氏名（変更後） 代表取締役社長 津久井 研悟 

（５）資本金 10,000 千円 

（６）決算期 ３月 31 日 

 

 

（１）商号（変更前） ゼネラル・オイスター・ヴィレッジ分割準備株

式会社 

   商号（変更後） 株式会社ゼネラル・オイスター・ヴィレッジ  

（２）主な事業内容 加工事業及び岩手大槌ヴィレッジ事業 

（３）本店所在地 岩手県上閉伊郡大槌町安渡三丁目 522 地内 

（４）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 吉田 秀則 

（５）資本金 10,000 千円 

（６）決算期 ３月 31 日 

 

 

（１）商号（変更前） ジーオー・ファーム分割準備株式会社 

   商号（変更後） 株式会社ジーオー・ファーム 

（２）主な事業内容 陸上養殖事業 

（３）本店所在地 沖縄県島尻郡久米島宇根ナカシ浜 127 番地７ 

（４）代表者の役職・氏名（変更前） 代表取締役社長 吉田 秀則 

代表者の役職・氏名（変更後） 代表取締役社長 鷲足 恭子 

（５）資本金 10,000 千円 

（６）決算期 ３月 31 日 

 

 

３．設立子会社と事業譲渡子会社の状況 

 

【設立子会社の状況】 

（１）商号（変更前） 株式会社日本かきセンターひろしま 

   商号（変更後） 株式会社日本かきセンター 

（２）主な事業内容 卸売事業 

（３）本店所在地 広島県呉市倉橋町 13490 番地４ 

（４）代表者の役職・氏名（変更前） 代表取締役社長 吉田 秀則 

代表者の役職・氏名（変更後） 代表取締役社長 松倉 弘幸 

（５）資本金 10,000 千円 

（６）決算期 ３月 31 日 

 

【事業譲渡子会社の状況】 

（１）商号（変更前） 株式会社日本かきセンター 

   商号（変更後） 株式会社海洋深層水かきセンター 

（２）主な事業内容 卸売事業及び富山入善ヴィレッジ事業 

（３）本店所在地 富山県下新川郡入善町下飯野 249 番地３ 

（４）代表者の役職・氏名（変更前） 代表取締役社長 津久井 研悟 

代表者の役職・氏名（変更後） 代表取締役社長 樋口 幸雄 

（５）資本金 10,000 千円 

（６）決算期 ３月 31 日 

 

 

 



 

 

４．既存子会社の商号変更 

 

（１）商号（変更前） 株式会社中尾水産テクノロジー 

   商号（変更後） 株式会社ジーオーシード 

（２）主な事業内容 種苗及び海面養殖事業 

（３）本店所在地 愛媛県南宇和郡愛南町平碆 74 

（４）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 津久井 研悟 

（５）資本金 10,000 千円 

（６）決算期 ３月 31 日 

 

 

５．今後の見通し 

 

  本件が平成 28 年 3 月期の連結業績に与える影響は軽微です。  

 

 

【参考】 

 

持株会社である株式会社ゼネラル・オイスターの平成 28 年４月１日からの経営体制は、

以下を予定しております。 

 

 代表取締役 CEO 吉田 秀則 

 常務取締役 CTO 津久井 研悟 

  常務取締役 CFO 安部 浩司 

  取締役      渡邊 一博 

 取締役      松倉 弘幸 

 取締役（社外）  伊藤 俊彦 

 取締役（社外）  高橋 廣司 

 監査役      柴田 和彦 

 監査役（社外）  松本 好正 

 監査役（社外）  栗林 信介 

 

 

以 上 


