
 

平成 31 年 3月 7 日 

各 位 

会 社 名 株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス 

代表者名 代表取締役社長   鴇田 勝彦 

（コード：3167、東証第１部） 

問合せ先 常務執行役員 人事企画部担当 山田 潤一 

（TEL．054－273－4932） 

 

グループ役員人事に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において当社と主要グループ会社の役員人事について下記の通り決定いた

しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．株式会社ＴＯＫＡＩホールディングスの役員人事 

１．執行役員新任 

植松 章司 専務執行役員  

大石 明彦 常務執行役員  

中村 俊克 執行役員  

中村 俊則 執行役員  

    （平成 31 年 4 月 1日 実施予定） 

２．取締役退任 

髙橋 信吾 （非常勤）  

    （平成 31 年 3 月 31 日 実施予定） 

３．執行役員退任 

丸山 一洋 （常務執行役員）  

小澤 博之 （常務執行役員）  

豊國 浩治 （常務執行役員）  

    （平成 31 年 3 月 31 日 実施予定） 

４．役員の分掌変更 

   (新) (現) 

中村 俊克 

（執行役員） 

 

次世代経営戦略本部長 （新任） 
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   (新) (現) 

中村 俊則 

（執行役員） 

経営管理部、経理部担当、 

経理部長 

経営管理部、経理部担当、 

経営管理部長、経理部長 

 

    （平成 31 年 4 月 1日 実施予定） 

 

Ⅱ．主要グループ会社の役員人事 

１．株式会社ＴＯＫＡＩ 

（１）取締役新任 

中村 俊則 取締役（非常勤） 

    （平成 31 年 4 月 1日 実施予定） 

（２）取締役退任 

浜崎    貢 （専務取締役） 

大石  明彦 （非常勤） 

    （平成 31 年 3 月 31 日 実施予定） 

（３）役付取締役の異動 

   (新) (現) 

丸山 一洋 専務取締役 取締役（非常勤） 

豊國 浩治 常務取締役 取締役（非常勤） 

    （平成 31 年 4 月 1日 実施予定） 

（４）役員の分掌変更 

   (新) (現) 

小栗 勝男 

（取締役社長） 

 

－ 事業戦略事業部担当 

丸山 一洋 

（専務取締役） 

 

ライフソリューション本部、東

京本社ライフソリューション本

部、エンジニアリング本部、ア

クア本部、事業戦略事業部担当 

 

－ 

豊國 浩治 

（常務取締役） 

 

管理本部長、事業戦略事業部長、

コンプライアンス・リスク管理

部担当 

 

 

 

－ 
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   (新) (現) 

斉藤 一男 

（取締役） 

ライフソリューション本部長、

東海エリア営業部、エリアマー

ケティング推進部、特約店部担

当 

 

東京本社ライフソリューション

本部長 

池田 祐一 

（取締役） 

東京本社ライフソリューション

本部長 

ライフソリューション本部長、

東海エリア営業部、エリアマー

ケティング推進部担当 

 

    （平成 31 年 4 月 1日 実施予定） 

 

２．株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ 

（１）取締役新任 

中村 俊則 取締役（非常勤） 

    （平成 31 年 4 月 1日 実施予定） 

（２）取締役退任 

丸山 一洋 （非常勤） 

    （平成 31 年 3 月 31 日 実施予定） 

（３）役員の分掌変更 

   (新) (現) 

福田 安広 

(取締役社長) 

 

 

IT ｻｰﾋﾞｽ本部長 － 

小林  弘 

(専務取締役) 

 

 

管理本部長、法務室長 管理部、業務部、お客様相談室、

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・ﾘｽｸ管理部、法務室、

事業企画推進室担当、法務室長

松倉 明広 

(常務取締役) 

ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部長、EA 事業部

長、ｸﾞﾙｰﾌﾟ ICT 推進事業部長、

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ管理部、ﾊﾟｰﾄﾅｰ推進部、 

IT ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ推進室、事業統括

部担当 

 

 

IT ｻｰﾋﾞｽ本部長、ｻｰﾋﾞｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

事業部長、事業統括部担当 
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   (新) (現) 

荻堂 盛修 

(取締役) 

 

 

ｺﾝｼｭｰﾏ事業本部長、事業戦略室、

企画開発部、渉外部、事業統括

部担当、事業戦略室長 

 

ｺﾝｼｭｰﾏ事業本部長、事業戦略室、

企画開発部、渉外部、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

推進部、事業統括部担当 

高橋 強 

(取締役) 

法人営業本部長、東日本事業部

長、事業推進部、ｸﾗｳﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ

推進室、基盤技術部、事業統括

部担当、事業統括部長 

 

法人営業本部長、東日本事業部

長、事業推進部、ｸﾗｳﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ

推進室、事業統括部担当、事業

統括部長 

 

    （平成 31 年 4 月 1日 実施予定） 

 

３．東海ガス株式会社 

（１）取締役新任 

浜崎    貢 取締役 

小林 利雄 取締役 

中村 俊則 取締役（非常勤） 

横田 直人 取締役（非常勤） 

    （平成 31 年 4 月 1日 実施予定） 

（２）取締役退任 

髙橋  信吾 （代表取締役社長） 

    なお、平成 31 年 4 月 1日付で㈱ＴＯＫＡＩホールディングス顧問 

（定款 26 条）に就任予定であります。 

丸山 一洋 （非常勤） 

豊國 浩治 （非常勤） 

    （平成 31 年 3 月 31 日 実施予定） 

（３）代表取締役及び役付取締役の異動 

   (新) (現) 

植松 章司 代表取締役社長 専務取締役 

浜崎    貢 取締役副社長 （新任） 

鈴木  寿幸 専務取締役 常務取締役 

    （平成 31 年 4 月 1日 実施予定） 
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（４）役員の分掌変更 

   (新) (現) 

植松 章司 

（取締役社長） 

 

－ 供給保安事業部担当 

鈴木 寿幸 

（専務取締役） 

 

エネルギー事業部、下仁田支店

担当 

エネルギー事業部長 

    （平成 31 年 4 月 1日 実施予定） 

 

４．株式会社ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク 

（１）取締役新任 

常木 真次 取締役（非常勤） 

中村 俊則 取締役（非常勤） 

    （平成 31 年 4 月 1日 実施予定） 

（２）取締役退任 

岩本  裕英 （常務取締役） 

丸山 一洋 （非常勤） 

    （平成 31 年 3 月 31 日 実施予定） 

（３）役付取締役の異動 

   (新) (現) 

岩本 光司 常務取締役 取締役 

    （平成 31 年 4 月 1日 実施予定） 

（４）役員の分掌変更 

   (新) (現) 

鈴木 光速 

（取締役社長） 

 

経営企画室担当 － 

高田 稚彦 

（専務取締役） 

事業アライアンス推進室担当、 

東京ベイネットワーク㈱代表取

締役社長、 

㈱いちはらｺﾐｭﾆﾃｨ-･ﾈｯﾄﾜｰｸ･ﾃﾚ

ﾋﾞ代表取締役社長、 

㈱ｲｰｽﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ代表取締役

社長 

 

事業アライアンス推進室担当、 

東京ベイネットワーク㈱代表取

締役社長 
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 (新) (現) 

近藤 雄二 

（常務取締役） 

管理本部長、放送本部長、 

カスタマーセンター担当、 

コンプライアンス・リスク管理

部長、お客様相談室長 

管理本部長、 

経営企画室、カスタマーセンタ

ー担当、 

コンプライアンス・リスク管理

部長、お客様相談室長 

 

岩本 光司 

（常務取締役） 

営業本部長、 

厚木伊勢原ケーブルネットワー

ク㈱代表取締役社長 

放送本部長、 

㈱トコちゃんねる静岡代表取締

役社長 

㈱ネットテクノロジー静岡代表

取締役社長 

 

常木 真次 

（取締役） 

㈱トコちゃんねる静岡代表取締

役社長、 

㈱ネットテクノロジー静岡代表

取締役社長 

 

厚木伊勢原ケーブルネットワー

ク㈱代表取締役社長 

 

    （平成 31 年 4 月 1日 実施予定） 

 

 

 以 上 
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