
 

 
平成 30 年 12 月 12 日 

各 位 

会社名 AOI TYO Holdings 株式会社 

代表者 代表取締役社長 中江 康人

（コード番号 3975 東証第一部） 

問合せ先 専務取締役 譲原 理 

（TEL．03-3779-8415） 

 

当社及び当社主要子会社の組織変更及び人事異動に関するお知らせ 

当社及び当社主要子会社である株式会社 AOI Pro.（本社：東京都品川区、代表取締役：中江康人、以

下「AOI Pro.」）、株式会社ティー・ワイ・オー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長： 早川和良、以下

「TYO」）は、下記のとおり組織変更及び人事異動を決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

【AOI TYO Holdings 株式会社】  

1. 組織変更の要旨 

当社は、効率的なグループ経営の推進を目指し、平成 28 年 1 月より主要子会社の管理部門の人員を

段階的に当社へ出向させることにより、当社への機能統合を進めてきましたが、平成 31 年 1 月 1 日付で

主要子会社の管理部門の人員を当社へ転籍することといたします。 

 

 

2. 人事異動 

 

部長の異動（平成 31 年 1 月 1 日付） 

氏名 新役職 現役職 

服部 貴志 AOI Pro. 事業企画部 部長 経営企画部 副部長 

 

  



3. 役員及び部長体制 

平成 31 年 1 月 1 日以降の役員及び部長体制は以下のとおりです。 

 

＜役員＞ 

役職 氏名 

代表取締役会長 CEO 吉田 博昭 

代表取締役社長 COO 中江 康人 

専務取締役 譲原 理 

常務取締役 上窪 弘晃 

取締役（監査等委員） 八重樫 悟 

社外取締役（監査等委員） 萩原 義春 

社外取締役（監査等委員） 髙田 一毅 

社外取締役（監査等委員） 小久保 崇 

※1 取締役（監査等委員） 八重樫 悟を除く取締役 7 名は、平成 31 年 3 月開催予定の定時株主総会

及び同総会後に開催予定の取締役会をもって重任となる予定です。 

※2 八重樫 悟は、平成 31 年 3 月開催予定の定時株主総会終結の時をもって当社の取締役（監査等

委員）を退任する予定です。 

 

＜部長＞ 

役職 氏名 

経営企画部 部長 松尾 一平 

業務統括部 部長 川森 貴樹 

同       副部長 千葉 晃久 

人材戦略部 部長 吉田 恵子 

財務・IR 部 部長 原 英敬 

資金・経理部 部長 和田 こいそ 

海外戦略部 部長 山口 秀和 

同       副部長 杉野 政弘 

Pathfinder 室 室長 岸本 高由 

内部監査室 室長 井上 幸弘 

 

  



【AOI Pro.】 

1. 組織変更の要旨 

平成 31 年 1 月 1 日付で組織の一部を以下のとおり変更いたします。 

 

◆ 現グローバルビジネス部をグローバルビジネス部と AOI ASIA 部に分割する。 

◆ 事業企画部及び業務監査部を新設する。 

 

2. 役員及び執行役員体制 

 

平成 31 年 1 月 1 日以降の役員及び執行役員体制は以下のとおりです。 

 

＜役員＞ （平成 31 年 1 月 1 日付） 

役職 氏名 担当 

代表取締役社長 潮田 一  

代表取締役副社長 譲原 理  

常務取締役 小形 浩隆 
エンタテイメントコンテンツ事業、制作サポート部、

リスクマネジメント部、業務監査部 
常務取締役 田中 優策 映像制作事業 

取締役 中江 康人  

社外取締役 三橋 友紀子  

監査役（非常勤） 八重樫 悟  

監査役（非常勤） 髙田 一毅  

※1  取締役 中江 康人を除く取締役 5 名は、平成 31 年 3 月開催予定の AOI Pro.定時株主総会及び 

同総会後に開催予定の取締役会をもって重任となる予定です。 

※2  取締役 中江 康人及び監査役（非常勤）八重樫 悟は、平成 31 年 3 月開催予定の AOI Pro.定時株

主総会終結の時をもって退任予定です。 

 

＜役員＞ （平成 31 年 3 月開催予定の AOI Pro.定時株主総会後） 

役職 氏名 担当 

代表取締役社長 潮田 一  

代表取締役副社長 譲原 理  

常務取締役 小形 浩隆 
エンタテイメントコンテンツ事業、制作サポート部、

リスクマネジメント部、業務監査部 

常務取締役 田中 優策 映像制作事業 

社外取締役 三橋 友紀子  

監査役   * 新任 八巻 智仁  

監査役（非常勤） 髙田 一毅  

※ 八巻 智仁は、平成 31 年 3 月開催予定の AOI Pro.定時株主総会で選任し、同日付で就任となる予

定です。 

 

＜執行役員＞ （平成 31 年 1 月 1 日付） 

役職 氏名 担当 

執行役員 笹貫 善雄 業界団体 

執行役員 保坂 暁 制作第 1 部、第 2 部 

執行役員 神吉 康太 制作第 3 部、第 4 部 

執行役員  *新任 夏栗 邦敏 
コンテンツプロデュースプロジェクトリーダー兼 

キャリア開発 

  



【TYO】 

1. 組織変更の要旨 

平成 31 年 1 月 1 日付で組織の一部を以下のとおり変更いたします。 

 

◆ Assemble 及びオファリングマネジメント部門の事業企画部を統合し、クリエイティブエージェンシー

本部にインキュベーション部門（Creative Incubation）を新設する。 

 

 

2. 役員及び執行役員体制 

平成 31 年 1 月 1 日以降の役員及び執行役員体制は以下のとおりです。 

 

 

＜役員＞ 

役職 氏名 担当及び重要な兼職の状況 

代表取締役社長 早川 和良  

代表取締役副社長 上窪 弘晃  

専務取締役 福田 和充 業務管理本部長 

専務取締役 木場田 光一 第一プロデュース本部長 

常務取締役 早船 浩 第二プロデュース本部長 

常務取締役 安田 浩之 クリエイティブエージェンシー本部長 

取締役 蛯原 潤 株式会社 TTR 代表取締役社長 

取締役 小久保 崇  

社外取締役 目黒 良門  

監査役 萩原 義春  

監査役 宝田 晴夫  

  ※当社グループ会社の株式会社 TTR（本社：東京都港区）は、平成 31 年 1 月 1 日より社名を「株式会

社 TYO テクニカルランチ」から変更いたします。 

 

 

＜執行役員＞ 

役職 氏名 担当 

上席執行役員 羽鳥 貴晴 MONSTER 

上席執行役員 浜谷 英輝 第二プロデュース本部 

上席執行役員 鷲見 曜一 SPARK 

上席執行役員 山下 公彦 オファリングマネジメント部門 

上席執行役員 高野 俊一 Creative Incubation 

執行役員 水野 卓志 MONSTER 

執行役員 元松 敬介 MONSTER 

執行役員 久保田 仁 MONSTER 

執行役員 朝比奈 雄尚 TYO drive 

執行役員 中嶋 秀明 第二プロデュース本部 

執行役員 西村 秀政 第二プロデュース本部 

執行役員 齋藤 雅隆 Camp KAZ 

 

 

以 上 


