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2019年５月14日 

各 位 

会 社 名 南 海 電 気 鉄 道 株 式 会 社 

代 表 者 名 取締役社長    遠北 光彦 

（コード番号 9044 東証第１部） 

問 合 せ 先 総 務 部 長    斉藤 裕典 

（TEL. 06-6644-7125） 

業務組織の一部改正及び役員の異動に関するお知らせ 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり業務組織の一部改正及び役員の異動を決定

いたしましたので、お知らせいたします。 

記 

Ⅰ 業務組織の一部改正について（2019年６月21日付） 

１．「南海グループ経営ビジョン2027」推進体制の強化 

「南海グループ経営ビジョン2027」に掲げる事業戦略に基づき、中長期的な成長戦略を立案

・推進する２つの専任部門を設置いたします。 

（１）交通政策室 

 なにわ筋線計画に加えて、堺東のエリア戦略を見据えた堺東連立計画の具体化や、 

ＭａａＳ（Mobility as a Service）・自動運転・ＢＲＴ（bus rapid transit）等、交通事

業における中長期的な課題に取り組みます。 

（２）グレーターなんば創造室 

「グレーターなんば」の具現化をはかるため、なんばエリア（恵美須町、新今宮エリア等

を含みます。）のまちづくり戦略を、ハード・ソフト両面から立案・推進いたします。 

２．社長室の新設 

 ＰＤＣＡサイクルに基づく中期経営計画の進捗管理の強化や、スピード感をもった新規事業

開発をはかるとともに､経営トップからの情報発信機能を強化するため､「社長室」を新設いた

します。 
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 ３．経営政策室の戦略機能の強化 

   経営戦略構築機能を強化するため、沿線価値向上及びＳＤＧｓ経営推進に関する業務を「経

営政策室」に集約いたします。 

 

 ４．ブランド力向上への取組みの強化 

   グループ全体でブランド力向上に取り組んでいくため、司令塔となる組織を部レベルから室

レベルに格上げし、「ブランド戦略室」を新設いたします。 

 

 ５．万博・ＩＲ（統合型リゾート）ビジネスへの取組みの強化 

   インバウンド関連施策とも連携しながら、万博及びＩＲ（統合型リゾート）をビジネスチャ

ンスとする成長戦略を立案・推進する組織を部レベルから室レベルに格上げし、「インバウン

ド・万博ＩＲ推進室」を新設いたします。 

 

 ６．グループ統括室の新設 

   グループ会社の経営管理及び当社グループの横断的な営業活動を通じて、グループ全体の業

績向上をはかるため、「グループ事業部」と「営業推進室」を統合し、「グループ統括室」を

新設いたします。 

 

７．管理間接部門の室制度の廃止 

   総務室及び経理室を廃止し、同室内の部門を独立した部とすることにより、人材の柔軟な配

置・育成及び機動的な部門間連携をはかります。 

  

 ８．リスク管理業務の集約 

   内部統制強化のため、内部監査及びリスクマネジメント関連業務を「リスク管理室」に集約

いたします。 

 

 

Ⅱ 役員の異動について（2019年６月21日付） 

 

役員（執行役員を含みます。）の異動を次のとおり決定いたしました。取締役及び監査役の異

動については、正式には本年６月21日開催の第102期定時株主総会及びその後に開催の取締役会

において決定する予定であります。 

※本日別途開示の「コーポレート・ガバナンス体制の見直しに関するお知らせ（買収防衛策の非

更新（廃止）を含む）」をあわせてご参照下さい。 
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 １．取締役の異動 

（１）新任取締役候補 

取 締 役    常陰  均（現 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 取締役） 

   取 締 役    肥塚 見春（現 株式会社髙島屋 顧問） 

   注 取締役候補者 常陰 均氏及び肥塚 見春氏は、社外取締役の候補者であります。 

 

（２）退任予定取締役 

   取締役相談役   山中  諄（特別顧問に就任予定） 

   常務取締役    岩井 啓一（常任監査役(常勤)に就任予定） 

取 締 役    住田 弘之（住之江興業株式会社 取締役社長に就任予定） 

取 締 役    佃  吉朗（上席執行役員に就任予定） 

社外取締役    増倉 一郎 

社外取締役    村上 仁志 

 

 ２．監査役の異動 

 （１）新任監査役候補 

   常任監査役(常勤) 岩井 啓一（現 常務取締役） 

注 正式には、上記株主総会及びその後に開催の監査役会の決議により、決定する予定であ

ります。 

  

 （２）退任予定監査役 

常任監査役(常勤) 藤田 隆一（南海辰村建設株式会社 取締役(監査等委員)に就任予定） 

 

３．執行役員の異動 

（１）新任執行役員 

社  長     遠北 光彦（現 取締役社長（代表取締役）兼ＣＥＯ） 

専務執行役員   金森 哲朗（現 専務取締役（代表取締役）） 

専務執行役員   高木 俊之（現 専務取締役（代表取締役）） 

常務執行役員   芦辺 直人（現 常務取締役） 

常務執行役員   浦地 紅陽（現 常務取締役） 

上席執行役員   佃  吉朗（現 取締役） 

上席執行役員   梶谷 知志（現 取締役） 

執行役員     岡本 圭祐（現 グループ事業部長） 

執行役員     浦井 啓至（現 計画管理部長、ＩＴ推進部長） 

執行役員     吉田 行成（現 阪堺電気軌道株式会社 常務取締役） 

執行役員     和田 真治（現 なんば・まち創造部長） 

執行役員     二栢 義典（現 経営企画部長） 

執行役員     西川 孝彦（現 交通計画部長） 

執行役員     大塚 貴裕（現 経理部長） 
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（２）退任予定執行役員 

執行役員     桝元 政明 

（南海ゴルフマネジメント株式会社 取締役社長に就任予定） 

執行役員     中林  誠（泉北高速鉄道株式会社 常務取締役に就任予定） 

執行役員     松川 康司（南海不動産株式会社 取締役社長（専任）） 

執行役員     伊藤  健（南海商事株式会社 取締役社長（専任）） 

執行役員     田内 信彦 

（南海マネジメントサービス株式会社 取締役社長に就任予定） 

  

（３）役位の異動 

   上席執行役員   清原 康仁（現 執行役員） 

   上席執行役員   西山 哲弘（現 執行役員） 

 

 （４）業務分担の異動 

氏 名 新 職 旧 職 継続職 

遠北 光彦 リスク管理室担当 共創136計画推進室・ 

内部監査室担当 

 

金森 哲朗 交通政策室・ 

鉄道営業本部担当 

鉄道営業本部長  

高木 俊之 グレーターなんば創造室・

都市創造本部担当 

都市創造本部長、 

プロジェクト推進室長 

 

芦辺 直人 グループ統括室長、 

和歌山支社長、 

総務部・人事部担当 

経営政策室長  

浦地 紅陽 社長室長、経営政策室長､

経理部・ＩＴ推進部担当 

総務室長、ＣＳＲ推進室長、

和歌山支社長 

東京支社長 

佃  吉朗 ブランド戦略室長 営業推進室長  

梶谷 知志 鉄道営業本部長 鉄道営業本部副本部長、

プロジェクト推進室 

副室長 

 

清原 康仁 インバウンド・万博ＩＲ

推進室長 

都市創造本部副本部長、

ＰＭ事業部長 

 

西山 哲弘 都市創造本部長 都市創造本部副本部長、

施設部長、泉北事業部長

 

岡本 圭祐   グループ事業部長 

浦井 啓至 

 

リスク管理室長 計画管理部長、 

ＩＴ推進部長 

 

吉田 行成 安全推進部長 阪堺電気軌道株式会社 

常務取締役 

 

和田 真治 グレーターなんば創造室長 なんば・まち創造部長  

二栢 義典   経営企画部長 

西川 孝彦 交通政策室長 交通計画部長  

大塚 貴裕   経理部長 

 

以 上 
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【ご参考】2019年６月21日付の役員新体制 

 

地  位 氏  名 

代表取締役 兼 ＣＥＯ 遠北 光彦

代表取締役 金森 哲朗

代表取締役 高木 俊之

取締役 芦辺 直人

取締役 浦地 紅陽

取締役 梶谷 知志

社外取締役 園   潔

社外取締役 常陰  均

社外取締役 肥塚 見春

常任監査役（常勤） 勝山 正章

常任監査役（常勤） 岩井 啓一

社外監査役 奥  正之

社外監査役 荒尾 幸三

社外監査役 饗庭 浩二

 

地  位 氏  名 担 当 業 務 

社長 遠北 光彦 リスク管理室担当 

専務執行役員 金森 哲朗 交通政策室・鉄道営業本部担当 

専務執行役員 高木 俊之 グレーターなんば創造室・都市創造本部担当 

常務執行役員 芦辺 直人
グループ統括室長、和歌山支社長、 

総務部・人事部担当 

常務執行役員 浦地 紅陽
社長室長、経営政策室長、東京支社長、 

経理部・ＩＴ推進部担当 

上席執行役員 佃  吉朗 ブランド戦略室長 

上席執行役員 梶谷 知志 鉄道営業本部長 

上席執行役員 清原 康仁 インバウンド・万博ＩＲ推進室長 

上席執行役員 西山 哲弘 都市創造本部長 

執行役員 岡本 圭祐 グループ事業部長 

執行役員 浦井 啓至 リスク管理室長 

執行役員 吉田 行成 安全推進部長 

執行役員 和田 真治 グレーターなんば創造室長 

執行役員 二栢 義典 経営企画部長 

執行役員 西川 孝彦 交通政策室長 

執行役員 大塚 貴裕 経理部長 

以 上 


