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平成 20 年４月１日 

各      位 

会 社 名 株式会社ＡＯＫＩホールディングス              
代表者名 代表取締役社長 青 木 拡 憲 
（コード番号 8214 東証・大証第一部）        
問合せ先 専務取締役 中 村 憲 侍 
（TEL 045-941-1388）  
 

 
当社役員及びグループ子会社の代表取締役の異動 

並びに新経営体制に関するお知らせ 
 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を決議いたしましたので、 
お知らせいたします。また、当社の完全子会社である株式会社エムエックス及び株式会社 
ラヴィスは、それぞれ、本日開催の臨時株主総会及び取締役会の決議に基づき、下記のとおり 
代表取締役の異動がありましたので、併せてお知らせいたします。 

記 
 
１．当社役員の異動（平成 20 年４月１日付） 

 
新 旧 氏 名 

常務取締役 
 グループ商品担当 取締役 グループ商品担当 野口 達巳 

常務取締役 
 グループ財務担当 取締役 グループ財務担当 田村 春生 

当社取締役 
株式会社ＡＯＫＩ 
代表取締役社長 

専務取締役 
ＡＯＫＩカンパニープレジデント 清水  彰 

当社取締役 
株式会社ＡＯＫＩ 

 取締役副社長 

常務取締役 
ＡＯＫＩカンパニーバイスプレジデント 
兼店舗環境企画部長 

吉田 文男 

当社取締役 
株式会社ラヴィス 

 代表取締役社長 

常務取締役 
グループ事業統括人事・監査担当 塚田  悟 

常務執行役員 
グループ事業戦略担当 

株式会社ヴァリック 
取締役副社長 中村 宏明 

常務執行役員 
 経理部長 執行役員 経理部長 柳  智棊 



2 

常務執行役員 
 経営戦略企画室長 執行役員 経営戦略企画室長 投元 谿太 

執行役員 
 店舗開発統括部長 店舗開発部長 三ツ橋和也 

執行役員 
 店舗開発部 部長 店舗開発部 担当部長 中島 公夫 

 
 
２．グループ子会社の代表取締役の異動（平成 20 年４月１日付） 

 

株式会社エムエックス 

新 旧 氏 名 

 取締役 代表取締役会長 中林 佑烝 

 
株式会社ラヴィス 

新 旧 氏 名 

代表取締役社長 株式会社ＡＯＫＩホールディングス常務取締役 
グループ事業統括人事・監査担当  塚田  悟 

退任 代表取締役社長 石坂 勝美 

 
３．異動の理由 

当社グループの純粋持株会社体制への移行に伴い、当社取締役と事業子会社取締役の兼任

状況等を勘案し、グループにおける円滑な事業遂行と機動的な経営体制を構築するため。 
 
４．平成 20 年４月１日以降のグループ新経営体制 
 
 株式会社ＡＯＫＩホールディングス（持株会社） 
   代表取締役社長  青木 拡憲 
   取締役副社長   青木 寶久 
   専務取締役    長谷川 八郎 （ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業統括 店舗開発担当） 
   専務取締役    中村 憲侍  （ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業統括 管理担当） 
   専務取締役    中林 佑烝  （ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業統括 経営戦略企画担当） 
   常務取締役    野口 達巳  （ｸﾞﾙｰﾌﾟ商品担当） 
   常務取締役    田村 春生  （ｸﾞﾙｰﾌﾟ財務担当） 
   取締役      清水 彰   （株式会社ＡＯＫＩ 代表取締役社長） 
   取締役      吉田 文男  （株式会社ＡＯＫＩ 取締役副社長） 
   取締役      塚田 悟   （株式会社ラヴィス 代表取締役社長） 
   常務執行役員   中村 宏明  （ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業戦略担当） 
   常務執行役員   柳 智棊   （経理部長） 
   常務執行役員   投元 谿太  （経営戦略企画室長） 
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   執行役員     刑部 秀成  （総務部長） 
   執行役員     勝家 巧   （情報ｼｽﾃﾑ部長） 
   執行役員     齊藤 秀次郎 （ｸﾞﾙｰﾌﾟ物流担当） 
   執行役員     平井 雅丈  （ｱﾆｳﾞｪﾙｾﾙｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ） 
   執行役員     三ツ橋 和也 （店舗開発統括部長） 
   執行役員     中島 公夫  （店舗開発部 部長） 
   常勤監査役    稲垣 稔 
   監査役      渡邉 一正 
   監査役      金子 三千男 
 
 株式会社ＡＯＫＩ（ファッション事業） 
   取締役会長    青木 寶久 
   代表取締役社長  清水 彰 
   取締役副社長   吉田 文男 
   常務取締役    荒木 渉   （経営戦略企画担当） 
   取締役      中澤 隆   （業務改革室長） 
   取締役      中塚 昇   （商品部長） 
   取締役      富田 邦彦  （人事部長） 
   取締役      新井 栄行  （営業部長） 
   監査役      中村 憲侍 
   監査役      田村 春生 
 
株式会社オリヒカ（ファッション事業） 

   取締役会長    中林 佑烝 
   代表取締役社長  青木 彰宏 
   常務取締役    西沢 一史  （商品部長） 
   取締役      五香 和徳  （販売促進部長） 
   取締役      山田 力也  （営業部長） 
   取締役      青木 寶久 
   取締役      長谷川 八郎 
   監査役      中村 憲侍 
   監査役      田村 春生 
 
株式会社エムエックス（ファッション事業） 

   代表取締役社長  八木 隆 
   常務取締役    樋口 清   （店舗開発部長） 
   常務取締役    森  誠   （店舗運営部長） 
   取締役      倉﨑 与一  （経営企画室長） 
   取締役      小林 千陽  （ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長） 
   取締役      中林 佑烝 
   取締役      長谷川 八郎 
   取締役      野口 達巳 
   監査役      島屋 紀明 
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株式会社ラヴィス（ブライダル事業） 
  取締役会長    青木 寶久 

   代表取締役社長  塚田 悟 
   常務取締役    大塚 英明  （総料理長） 
   取締役      青木 柾允 
   取締役      小熊 靖史  （管理本部長） 
   取締役      板原 英貴  （店舗統括本部長） 
   取締役      立原 昇   （経理部長） 
   取締役      川渕 晶子  （人材開発部長） 
   常勤監査役    兼崎 勝行 

監査役      阪中 勝行 
監査役      牧野 敬一 

 
株式会社ヴァリック（エンターテイメント事業） 
  取締役会長    長谷川 八郎 

   代表取締役社長  栗田 宏 
   取締役副社長   横井 雄一 
   専務取締役    菅谷 信一  （管理担当） 
   専務取締役    吉田 民明  （営業企画担当） 
   取締役      小林 修   （総務部長） 
   取締役      白波瀬 孝  （店舗開発部長） 
   取締役      三浦 大   （ｺｰﾄ･ﾀﾞｼﾞｭｰﾙ営業部長） 
   常勤監査役    堤 喜義 

監査役      青木 啓雄 
監査役      水口 孝信 
 

以 上 


