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2022年５月 27日 

各位 

会社名 ＴＲＥホールディングス株式会社 

代表者名 代表取締役社長 阿部 光男 

（コード：9247 東証プライム市場）

問合せ先 執行役員経営企画本部長 上川 毅 

（TEL. 03-6327-2620） 

人事異動に関するお知らせ 

当社は、本日開催の取締役会におきまして、取締役の異動の内定及び執行役員等の異動について決

議し、併せて当社グループの株式会社タケエイ及びリバー株式会社における人事異動も決議いたし

ましたのでお知らせいたします。 

なお、当社取締役の異動につきましては、2022年 6月 28日開催予定の当社第１期定時株主総会及

び株主総会終了後の取締役会において正式に決定予定です。 

記 

１．当社執行役員の異動（2022年６月 28日付） 

新職 現職 氏 名 

執行役員 経営管理本部長 執行役員 経営企画本部長 上川 毅 

執行役員 経営企画本部長 兼 戦略部長 執行役員 経営企画本部副本部長 

 兼 戦略部長 
北詰 一隆 

執行役員 経営管理本部副本部長 

 兼 財務経理部〔部長〕 

執行役員 経営管理本部長 

 兼 財務経理部〔部長〕 
山田 憲男 

執行役員 経営管理本部 執行役員 経営管理本部副本部長 西原 礼 

(昇任) 

執行役員 経営企画本部副本部長 

兼 経営企画部長 兼 情報システム部〔部長〕 

経営企画部長 

兼 情報システム部〔部長〕 

大島 伊貢 

２．部長の異動（2022年６月 28日付） 

新職 現職 氏 名 

監査等委員会事務局 室長 内部監査室〔室長〕 早川 知子 
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３．株式会社タケエイの人事異動 

（１） 取締役の異動（2022 年６月 24日付） 

新職 現職 氏 名 

取締役 専務執行役員 営業本部長 

 

取締役 務執行役員 営業本部長 

兼 営業管理部長 
小池 陽二 

取締役 常務執行役員 管理本部長 

 

取締役 常務執行役員  

経営企画本部長 
上川 毅 

（昇任） 

取締役 常務執行役員 エネルギー事業本部長 

 

常務執行役員 エネルギー事業本部長 
古舘 将司 

（退任）※ 取締役 常務執行役員 管理本部長 吉富 英郎 

※任期満了に伴う退任。タケエイ顧問に就任予定。 

 

（２） 執行役員の異動（2022年６月 24 日付） 

新職 現職 氏 名 

常務執行役員 管理本部長 常務執行役員 経営企画本部長 上川 毅 

（昇任） 

常務執行役員 経営企画本部長 

執行役員 経営企画本部副本部長 

兼 経営企画部長 
大島 伊貢 

（昇任） 

執行役員 経営企画本部副本部長  

兼 財務経理部長 

財務経理部長 髙橋 雄太 

（昇任） 

執行役員 エネルギー事業本部副本部長 

兼 エネルギー事業部長 

 

エネルギー事業本部副本部長 

 兼 エネルギー事業部長 

樺 宏幸 

（退任）※ 常務執行役員 管理本部長 吉富 英郎 

※任期満了に伴う退任。タケエイ顧問に就任予定。 

 

（３） 部長の異動（2022年６月 24日付） 

新職 現職 氏 名 

経営企画本部 経営企画部長 

 

経営企画本部 経営企画部 

マネージャー 
領塚 眞一 

営業本部 営業管理部長 

兼 東京営業部 配車グループ長 

営業本部 東京営業部 

配車グループ長 
玉澤 正敏 

管理本部 人事部 

（JWガラスリサイクル㈱ 出向） 

事業本部 品質管理部長 

 
小林 久晃 

事業本部 品質管理部長 事業本部 品質管理部 グループ長 石川 鉄兵 

エネルギー事業本部 

エネルギー事業部 担当部長（売電担当） 

エネルギー事業本部  

エネルギー事業部 マネージャー 
飯田 淳二 
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４．リバー株式会社の人事異動  

（１） 取締役の異動（2022 年７月１日付） 

新職 現職 氏 名 

代表取締役社長 

兼 リバーホールディングス㈱ 

代表取締役社長 執行役員 

リバーホールディングス㈱ 

 代表取締役社長 執行役員 
松岡 直人 

取締役  

兼 リバーホールディングス㈱ 

取締役 執行役員 

リバーホールディングス㈱ 

取締役 執行役員 
山元 康雄 

取締役  

兼 事業本部 本部長  

兼 事業統括室 室長  

兼 リバーホールディングス㈱ 執行役員 

リバーホールディングス㈱  

執行役員 
田中 訓朗 

 

（２） 部長職以上の異動（2022年７月１日付） 

新職 現職 氏 名 

第一事業部 事業部長 

兼 広域営業部 部長 
代表取締役社長 猪鼻 秀希 

第一事業部 副事業部長 

兼 事業統括室 家電統括 

フェニックスメタル㈱ 

代表取締役社長 
長谷部 信之 

第二事業部 事業部長 
リバーホールディングス㈱ 

技術部 部長 
村上 義則 

第二事業部 副事業部長 

兼 運輸統括室 室長 
取締役 星川 晴康 

第二事業部 事業部長補佐 ELV事業担当 

兼 事業統括室 自動車統括 
取締役 兼 ELV川島事業所 所長 浅野 晃可 

広域営業部 副部長  

兼 リバーホールディングス㈱ 

 グループ営業統括補佐 

 

リバーホールディングス㈱ 

グループ営業統括補佐 

平石 幸雄 

事業統括室 副室長  

兼 サーキュラーエコノミー統括  

兼 リバーホールディングス㈱ 社長付 

リバーホールディングス㈱ 社長付 山下 勇一郎 

PMI 推進室 室長  

兼 リバーホールディングス㈱ 社長付 
リバーホールディングス㈱ 社長付 井上 秀敏 

 

 

以 上 

 


