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平成 29 年 3 月 9日 

各 位 

株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス 

 

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．代表取締役の役職の変更 

   (新) (現) 

真室 孝教 代表取締役副社長 代表取締役 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

２．執行役員新任 

谷口 芳浩 執行役員  

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

３．執行役員退任 

高田 稚彦 （常務執行役員）  

    （平成 29 年 3 月 31 日 実施予定） 

４．役付執行役員の異動 

   (新) (現) 

山田 潤一 常務執行役員 執行役員 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

５．役員の分掌変更 

   (新) (現) 

丸山 一洋 

（常務執行役員） 

経営管理本部長、 

経理部長、ＣＳ推進室長 

経営管理本部長、 

経営管理一部、経営管理二部、 

経理部、経営戦略部担当、経理

部長 
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 (新) (現) 

溝口 英嗣 

（常務執行役員） 

事業開発推進本部長、 

事業開発・アライアンス推進部、 

事業開発管理部担当 

事業開発推進本部長、 

事業開発・アライアンス推進部、

ＣＳ推進室担当、 

ＣＳ推進室長 

 

村松 邦美 

（常務執行役員） 

総務本部長、 

管理部、法務室、 

グループＩＴ統括部担当、 

法務室長 

 

㈱ＴＯＫＡＩマネジメントサー

ビス代表取締役社長 

㈱ＴＯＫＡＩヒューマンリソー

スエボル代表取締役社長 

小澤 博之 

（常務執行役員） 

㈱ＴＯＫＡＩマネジメントサー

ビス代表取締役社長 

㈱ＴＯＫＡＩヒューマンリソー

スエボル代表取締役社長 

 

管理部担当 

豊國 浩治 

（常務執行役員） 

事業開発推進本部副本部長、 

電力・ガス事業推進室、 

海外事業部担当 

経営管理本部副本部長、 

ＴＬＣ企画部、電力・ガス事業

推進室、海外事業部、法務室担

当、法務室長 

 

山田 潤一 

（常務執行役員） 

総務本部副本部長、 

人事企画部、人事採用・研修室

担当、人事企画部長 

 

人事企画部、人事採用・研修室

担当、人事企画部長 

 

松浦  晋 

（執行役員） 

総務本部 資金管理部担当、 

資金管理部長 

 

資金管理部担当、資金管理部長 

 

谷口 芳浩 

（執行役員） 

事業開発推進本部 広報部、ＩＲ

室担当、ＩＲ室長 

 

事業開発推進本部 広報・ＩＲ室

担当、広報・ＩＲ室長 

池谷  聡 

（理事） 

総務本部 人事採用・研修室長 

 

 

 

 

人事採用・研修室長 
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 (新) (現) 

松下 利幸 

（理事） 

事業開発推進本部 海外事業部

担当付 

拓開（上海）商貿有限公司 副董

事長（総経理） 

経営管理本部 海外事業部担当

付 

拓開（上海）商貿有限公司 副董

事長（総経理） 

 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

 

Ⅱ．グループ会社の役員人事 

１．株式会社ＴＯＫＡＩ 

（１）取締役新任 

鈴木 文男 取締役 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

（２）理事新任 

塚口 勝弘 理事 

鈴木 辰麻 理事 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

（３）取締役退任 

植松 章司 （常務取締役） 

服部 芳彦 （取締役） 

後藤 和彦 （取締役） 

    （平成 29 年 3 月 31 日 実施予定） 

（４）役付取締役の異動 

   (新) (現) 

大石 明彦 取締役（非常勤） 常務取締役 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

（５）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 事業戦略室担当 

浜崎  貢 

（専務取締役） 

東京本社担当 東京本社担当、東京本社 アクア

本部長、東京本社 ライフソリュ

ーション本部長 
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   (新) (現) 

石間 尚雄 

（取締役） 

 

東京本社 アクア本部長 東京本社 アクア本部副本部長 

斉藤 一男 

（取締役） 

東京本社 ライフソリューショ

ン本部長、建物管理サポート部、

建物管理サポート福岡営業部担

当 

東京本社 ライフソリューショ

ン本部副本部長、建物管理サポ

ート部、建物管理サポート福岡

営業部担当 

 

池田 祐一 

（取締役） 

 

ライフソリューション本部長、 

エリアマーケティング推進部、

東海エリア営業部担当 

 

ライフソリューション本部副本

部長、エネルギー事業部長 

鈴木 文男 

（取締役） 

 

管理本部長、経理部長、お客様

相談室長 

（新任） 

 

大石 明彦 

（取締役） 

 

㈱エナジーライン代表取締役社

長 

管理本部長、コンプライアン

ス・リスク管理部、お客様相談

室、ＬＳサポートセンター、電

力推進部担当、人事部長、お客

様相談室長 

 

田中 清志 

（理事） 

 

東京本社 アクア本部 製造物流

事業部長 

 

東京本社 アクア本部 製造物流

事業部長、富士山プラント工場

長 

 

辻 一也 

（理事） 

 

ライフソリューション本部 

エネルギー事業部長、営業部長 

購買部担当、購買部長 

塚口 勝弘 

（理事） 

 

保安統括室担当、保安統括室長 保安統括室長 

鈴木 辰麻 

（理事） 

 

ライフソリューション本部  

産業用事業部長、技術部長 

ライフソリューション本部  

工業用事業部長 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 
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２．株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ 

（１）取締役退任 

海野 孝一 （取締役） 

    （平成 29 年 3 月 31 日 実施予定） 

（２）監査役新任 

中村 雅彦 （社外非常勤） 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

（３）監査役退任 

藤原 宏之 （社外非常勤） 

    （平成 29 年 3 月 31 日 実施予定） 

（４）役員の分掌変更 

   (新) (現) 

鈴木 光速 

(取締役副社長) 

 

社長室長、法人営業本部長、事

業企画推進室担当 

社長室長、法人営業本部長、EA

事業部長、事業企画推進室担当 

小林 弘 

(専務取締役) 

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

担当、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

担当、管理部長、法務室長 

 

松倉 明広 

(常務取締役) 

 

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 

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部長、ｲﾝﾌﾗ基盤事

業部長、ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｻｰﾋﾞｽ部、社内

ｼｽﾃﾑ外販推進室、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進

部担当 

 

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、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進部、

事業統括部担当 

 

ｺﾝｼｭｰﾏ営業本部長、事業推進部、

企画開発部、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進部担

当 

山梨 由裕 

(取締役) 

ｺﾝｼｭｰﾏ事業本部 ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ事

業部長 

ｺﾝｼｭｰﾏ営業本部 ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ事

業部長 

 

中村 俊克 

(取締役) 

ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部長、EA 事業部

長、ｸﾞﾙｰﾌﾟｼｽﾃﾑ事業部長、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 

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 副本部長 
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 (新) (現) 

高橋 強 

(取締役) 

法人営業本部 副本部長、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 

 

法人営業本部 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

室担当 

 

望月 俊宏 

(取締役) 

ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ事

業部長 

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ事業

部長 

 

皆本 正法 

(取締役) 

法人営業本部 海外推進事業部

長 

法人営業本部 海外推進事業部

長、海外推進部長 

 

望月 民雄 

(取締役) 

ｺﾝｼｭｰﾏ事業本部 移動体通信事

業部長 

ｺﾝｼｭｰﾏ営業本部 移動体通信事

業部長 

 

森田 秀哉 

（理事） 

法人営業本部 ｽﾏｰﾄｵﾌｨｽ事業部

長 

 

法人営業本部 ｽﾏｰﾄｵﾌｨｽ事業部 

副事業部長 

 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

 

３．東海ガス株式会社 

（１）取締役新任 

植松 章司 取締役 

豊國 浩治 取締役（非常勤） 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

（２）役付取締役の異動 

   (新) (現) 

植松 章司 専務取締役 （新任） 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

（３）役員の分掌変更 

   (新) (現) 

植松 章司 

（専務取締役） 

 

 

 

 

経営企画部担当 （新任） 
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 (新) (現) 

鈴木 寿幸 

（常務取締役） 

ホームエネルギー事業部長、 

開発営業部長 

 

ホームエネルギー事業部長 

    （平成 29 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 

吉澤 君弘 取締役（非常勤） 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

（２）取締役退任 

坂本 万明 （非常勤） 

    （平成 29 年 3 月 31 日 実施予定） 

（３）役付取締役の異動 

   (新) (現) 

高田 稚彦 専務取締役 取締役（非常勤） 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

（４）役員の分掌変更 

   (新) (現) 

高田 稚彦 

（専務取締役） 

 

事業アライアンス推進室担当 － 

杉山 康則 

（常務取締役） 

技術本部長、放送本部長 技術部、放送制作部、放送企画

部担当、技術部長 

 

岩本 裕英 

（常務取締役） 

営業本部長、 

㈱いちはらコミュニティ・ネッ

トワーク・テレビ代表取締役社

長、 

㈱イースト・コミュニケーショ

ンズ代表取締役社長 

営業推進部、営業管理部、御殿

場・三島・沼津・富士・西静支

店担当、 

㈱いちはらコミュニティ・ネッ

トワーク・テレビ代表取締役社

長、 

㈱イースト・コミュニケーショ

ンズ代表取締役社長 
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 (新) (現) 

近藤 雄二 

（取締役） 

管理本部長、 

経営企画室、カスタマーセンタ

ー担当 

経営企画室、総務部、コンプラ

イアンス・リスク管理部、お客

様相談室、カスタマーセンター

担当 

 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

 

５．株式会社ＴＯＫＡＩマネジメントサービス 

（１）取締役新任 

早川 寿美  取締役 

神戸 明広 取締役（非常勤） 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

（２）取締役退任 

鈴木 文男 （常務取締役） 

    （平成 29 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) 

小澤 博之 代表取締役社長 取締役（非常勤） 

早川 寿美 常務取締役 （新任） 

村松 邦美 取締役（非常勤） 代表取締役社長 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

（４）役員の分掌変更 

   (新) (現) 

早川 寿美 

（常務取締役） 

 

企画管理部長 （新任） 

 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

 

６．東海造船運輸株式会社 

（１）取締役新任 

竹山 徳彦 取締役 

池田 祐一 取締役（非常勤） 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 
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（２）取締役退任 

匂阪 信 （非常勤） 

    （平成 29 年 3 月 31 日 実施予定） 

（３）役員の分掌変更 

   (新) (現) 

井指 利阿己 

（取締役社長） 

 

－ ガス運輸事業部長、 

ガス運輸部長 

竹山 徳彦 

（取締役） 

ガス運輸事業部長、 

ガス運輸部長 

 

（新任） 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

 

７．株式会社ブケ東海三島 

（１）取締役退任 

大竹  啓太 （取締役） 

    （平成 29 年 3 月 31 日 実施予定） 

 

８．トーカイシティサービス株式会社 

（１）取締役新任 

正木 博巳 取締役 

村松 邦美 取締役（非常勤） 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

（２）取締役退任 

吉田 寛 （専務取締役） 

高田 稚彦 （非常勤） 

    （平成 29 年 3 月 31 日 実施予定） 

（３）役員の分掌変更 

   (新) (現) 

藤原 斉 

（取締役） 

 

料飲サービス部担当、 

管理部長 

婚礼部長 

 

正木 博巳 

（取締役） 

 

営業部担当、営業部長 宴会営業部長 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 
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９．ＴＯＫＡＩライフプラス株式会社 

（１）取締役新任 

村松 邦美 取締役（非常勤） 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

（２）取締役退任 

高田 稚彦 （非常勤） 

    （平成 29 年 3 月 31 日 実施予定） 

 

１０．拓開(上海)商貿有限公司 

（１）董事新任 

溝口 英嗣  

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

（２）董事退任 

丸山 一洋  

    （平成 29 年 3 月 31 日 実施予定） 

 

１１．TOKAI MYANMAR CO.,LTD 

（１）ディレクター新任 

横澤 直樹  

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

（２）ディレクター退任 

岸本 大作  

    （平成 29 年 3 月 31 日 実施予定） 

 

１２．株式会社いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ 

（１）役員の分掌変更 

   (新) (現) 

梶本 武宏 

（常務取締役） 

営業部担当 営業部担当、営業部長 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

 

１３．厚木伊勢原ケーブルネットワーク株式会社 

（１）取締役新任 

本間 竜平 取締役 

加藤 純平 取締役 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 
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（２）役付取締役の異動 

   (新) (現) 

村井 匡 常務取締役 取締役 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

（３）役員の分掌変更 

   (新) (現) 

近藤 正記 

（取締役社長） 

－ 営業部、放送制作部、技術部担当、

営業部長 

 

村井 匡 

（常務取締役） 

総務部、放送制作部担当、 

総務部長 

 

総務部担当、総務部長 

本間 竜平 

（取締役） 

 

営業部担当、営業部長 （新任） 

加藤 純平 

（取締役） 

 

技術部担当、技術部長 （新任） 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

 

１４．株式会社イースト・コミュニケーションズ 

（１）取締役新任 

西村 昌訓 取締役（非常勤） 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

 

１５．エルシーブイ株式会社 

（１）取締役新任 

藤森 敏文 取締役 

大野 揚史 取締役 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

（２）取締役退任 

坂本 万明 （代表取締役社長） 

成岡 茂 （取締役） 

伊藤 敏昭 （取締役） 

    （平成 29 年 3 月 31 日 実施予定） 
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（３）代表取締役及び役付取締役の異動 

   (新) (現) 

吉澤 君弘 代表取締役社長 専務取締役 

藤森 敏文 常務取締役 （新任） 

大野 揚史 常務取締役 （新任） 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

（４）役員の分掌変更 

   (新) (現) 

吉澤 君弘 

（取締役社長） 

 

放送制作部担当 営業部、企画部、情報基盤部

担当 

藤森 敏文 

（常務取締役） 

 

総務部担当 （新任） 

大野 揚史 

（常務取締役） 

 

営業部、企画部、情報基盤部担当 （新任） 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

 

１６．株式会社倉敷ケーブルテレビ 

（１）取締役新任 

伊藤 享 取締役 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

（２）取締役退任 

坂本 万明 （代表取締役社長） 

堀 昌正 （常務取締役） 

    （平成 29 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) 

深井 賀博 代表取締役社長 代表取締役専務 

劔持 成利 専務取締役 常務取締役 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 
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（４）役員の分掌変更 

   (新) (現) 

伊藤 享 

（取締役） 

技術部、放送制作部担当 （新任） 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

 

１７．株式会社トコちゃんねる静岡 

（１）取締役新任 

成岡 茂 取締役 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

（２）取締役退任 

藤森 敏文 （常務取締役） 

長谷川  達也 （常務取締役） 

    （平成 29 年 3 月 31 日 実施予定） 

（３）役付取締役の異動 

   (新) (現) 

成岡 茂 常務取締役 （新任） 

天野 忠 常務取締役 取締役 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

（４）役員の分掌変更 

   (新) (現) 

岩本 光司 

（取締役社長） 

 

営業部担当 － 

成岡 茂 

（常務取締役） 

 

総務部担当、総務部長 （新任） 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

 

１８．株式会社ネットテクノロジー静岡 

（１）取締役新任 

成岡 茂 取締役（非常勤） 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

（２）取締役退任 

長谷川  達也 （非常勤） 

    （平成 29 年 3 月 31 日 実施予定） 
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１９．株式会社エナジーライン 

（１）取締役新任 

大石 明彦 取締役 

池田 祐一 取締役（非常勤） 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

（２）取締役退任 

早川 寿美 （代表取締役社長） 

植松 章司 （非常勤） 

    （平成 29 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) 

大石 明彦 代表取締役社長 （新任） 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

 

２０．株式会社ジョイネット 

（１）取締役新任 

大石 明彦 取締役（非常勤） 

池田 祐一 取締役（非常勤） 

野村 利一 取締役（非常勤） 

    （平成 29 年 4 月 1日 実施予定） 

（２）取締役退任 

植松 章司 （非常勤） 

早川 寿美 （非常勤） 

駒谷 淳也 （非常勤） 

    （平成 29 年 3 月 31 日 実施予定） 

 

 

 

 以 上 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス 人事企画部 

TEL：054-273-4932 

 


