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2017年 5月 25日 

各位 

株式会社エフエム東京 

新経営体制変更および組織名称変更のお知らせ 

 

株式会社エフエム東京（本社：千代田区麹町、代表取締役社長：千代勝美）は、2017 年 4 月 25

日開催の取締役会において内定しました新経営体制について、5 月 25 日開催の取締役会におい

て、下記のとおり一部変更致しましたのでお知らせ致します。 

なお、本件は、2017年 6月 19日開催の当社株主総会後の取締役会にて決定します。 

また、6月 1日付をもって「マルチメディア放送事業本部」を「i-dio事業本部」に名称変更いたしま

すこと、併せてお知らせ致します。 

 

1. 2017年 6月 19日以降の新経営体制（案）  

i-dio（V-Low マルチメディア放送）事業に当社の経営の意思を反映させ、意思決定と実行のスピー

ドアップを図るため、BIC 株式会社代表取締役社長 梅本宏彦氏が当社の取締役副社長に就任

することが内定いたしました。 

※下線は、4月 25日に発表しました案からの変更点です。 

 

取締役氏名 役職名（新） 担当部門 

冨木田道臣 （重任） 代表取締役会長 経営全般 

千代 勝美 （重任） 代表取締役社長 経営全般、業務監査部 

梅本 宏彦 （新任） 取締役副社長 i-dio 事業本部 

平 一彦 （重任） 専務取締役 
総務局、営業局 

i-dio 事業本部副担当 

吉田 乾朗  （重任） 常務取締役 
経営戦略室、 

グループ経営管理室、編成制作局、 

村上 正光 （重任） 取締役 営業局長を委嘱 

北島 元治 （重任） 社外取締役 大日本印刷株式会社常務取締役 

髙見 和徳 （重任） 社外取締役 パナソニック株式会社代表取締役副社長 

前田 伸 （重任） 社外取締役 
日本電波塔株式会社代表取締役社長執行

役員 

松前 義昭 （重任） 社外取締役 学校法人東海大学理事長 

矢野 薫 （重任） 社外取締役 日本電気株式会社特別顧問 

※ 社外取締役については五十音順表記。役職は、4月 1日現在。 
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監査役氏名 役職名等 

西川 守 （新任） 監査役  （現 株式会社エフエム東京 経営顧問） 

倉科 直文 （新任） 監査役  （現 虎ノ門法律事務所 弁護士） 

黒田 則正 （新任） 監査役  （現 みずほ信託銀行株式会社 顧問） 

 

 

2. 取締役新任候補者の略歴 

氏    名 

（生年月日） 
略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況 

梅本 宏彦 

（1951年11月 13日生） 

＜新任＞ 

1974年 4月 

2003年 10月 

2004年 6月 

2009年 10月 

2011年 2月 

2013年 6月 

2014年 4月 

2015年 4月 

2015年 6月 

2016年 6月 

三菱商事株式会社 入社 

セイコーウォッチ株式会社 入社 

同 取締役 

同 常務取締役 

同 代表取締役専務執行役員 

セイコーホールディングス株式会社 取締役（現任） 

セイコーウォッチ株式会社 代表取締役副社長 

同 代表取締役副社長 兼 COO 

セイコーインスツル株式会社 専務取締役 

BIC株式会社 代表取締役社長（現任） 

 

 

３． 監査役新任候補者の略歴 

氏    名 

（生年月日） 
略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況 

西川 守 

（1950年 2月 18日生） 

＜新任＞ 

1977年 4月 

1991年 7月 

1997年 6月 

2002年 7月 

2010年 6月 

2012年 6月 

2013年 6月 

2016年 7月 

株式会社エフエム東京入社 

同 総務局総務部長 

同 総務局長 兼 システム開発室長 

株式会社ミュージックバード 代表取締役社長 

株式会社メディアコミュニケーションズ 代表取締役社長 

株式会社エフエム仙台 取締役副社長 

株式会社エフエム仙台 代表取締役社長 

株式会社エフエム東京 経営顧問（現任） 
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氏    名 

（生年月日） 
略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況 

倉科 直文 

（1949年１2月 10日生） 

＜新任＞ 

1974年 4月 

1974年 4月 

1996年 4月 

2000年 1月 

200１年 4月 

2002年 5月 

2004年 4月 

弁護士登録、第二東京弁護士会 

虎の門法律事務所（現任） 

司法研修所教官  

東京簡易裁判所司法委員・同調停委員 

財団法人法律扶助協会審査委員 

第二東京弁護士会 紛議調停委員長 

明治大学法科大学院 特任教授 

 

氏    名 

（生年月日） 
略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況 

黒田 則正 

（1949年 7月 7日生） 

＜新任＞ 

2005年 4月 

2007年 4月 

2010年 6月 

2012年 6月 

2014年 4月 

2014年 6月 

2014年 9月 

2015年 3月 

2015年 6月 

みずほコーポレート銀行 常務取締役 

同 取締役副頭取 

みずほ信託銀行株式会社 取締役会長 

公益財団法人みずほ国際交流奨学財団理事長(現任) 

みずほ信託銀行 顧問（現任） 

株式会社ジェイティービー 監査役（現任） 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 取締役（現任） 

東京建物株式会社 取締役（現任） 

セイコーインスツル株式会社 監査役（現任） 

 

以 上 


