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 平成 22 年５月 14 日 

各 位 

 

 上場会社名 朝 日 放 送 株 式 会 社 
 代 表 者 代表取締役社長 渡辺 克信 
 コード番号 ９４０５ 大証（市場第２部） 
 問合せ先責任者 総務局長 武 周雄 
 （ＴＥＬ ０６－６４５８－５３２１） 

 

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ 

 

平成 22 年５月 14 日開催の当社取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動を内定しま

したのでお知らせいたします。また、役員の異動についても内定しましたので、合わせてお知ら

せいたします。なお、本件につきましては、平成 22 年６月 25 日開催予定の定時株主総会および

その後に開催される取締役会において、正式に決定される予定です。 

 

記 

 

１．代表者の異動 

 退任代表者の氏名および役職 

  （氏 名） （現役職） 

  北畠 宏泰（きたばたけ ひろやす） 代表取締役専務取締役 

 新任代表者の氏名および役職 

  （氏 名） （現役職） （新役職） 

  和田 省一（わだ しょういち） 常務取締役 代表取締役専務取締役 

 

２．異動の理由 

 当社およびグループ各社の経営基盤強化と、経営環境の急激な変化に迅速に対応し、さらなる

発展を期するものであります。 
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３．新任代表取締役の略歴 

 氏 名 和田 省一（わだ しょういち） 

 新役職名 代表取締役専務取締役 

 生年月日 昭和 21 年７月１日生 

 略 歴 昭和 45 年４月 当社入社 

  平成 ９年３月 当社テレビ編成局長 

  平成 13 年６月 全国朝日放送㈱（現㈱テレビ朝日）出向、同社取締役 

  平成 13 年７月 当社役員待遇、同社取締役 

  平成 14 年６月 当社取締役 

  平成 15 年６月 当社常務取締役（現任） 

 

４．就任予定日 

 平成 22 年６月 25 日 

 

５．その他の役員の異動 

（１）新任取締役候補（平成 22 年６月 25 日付） 

 取締役 横井 正彦（よこい まさひこ） ㈱朝日新聞社大阪本社編集局長 

（社外取締役）  
    

 取締役 渡辺 興二郎（わたなべ こうじろう）㈱テレビ朝日取締役報道局長 

    

 取締役 大塚 義文（おおつか よしふみ） ㈱朝日新聞社ゼネラルエディター兼 

   東京本社編成局長 

    

 

（２）新任監査役候補（平成 22 年６月 25 日付） 

 常勤監査役 山本 良生（やまもと よしお） 当社 人事局付顧問（出向） 

   ㈱スカイ・エー専務取締役 

   ※6/18 付㈱スカイ・エー取締役退任予定 

 監査役 野村 正朗（のむら まさあき） ㈱りそな銀行 シニアアドバイザー 

（社外監査役） (財)りそなアジア・オセアニア財団理事長 

    

 

 



 

 3 

（３）退任予定取締役（平成 22 年６月 25 日付） 

 代表取締役専務取締役 

  北畠 宏泰（きたばたけ ひろやす）  

 常務取締役 水野 文英（みずの ふみひで） ※6/16 付で㈱ＡＢＣゴルフ倶楽部 

    代表取締役社長に就任予定 

 取締役 池内 文雄（いけうち ふみお）  

（社外取締役） 

 

（４）退任予定監査役（平成 22 年 6 月 25 日付） 

 常勤監査役 村井  守（むらい まもる）  

 監査役 黒石  輯（くろいし あつむ）  

（社外監査役） 

 

（５）役付取締役の変更（平成 22 年 6 月 25 日付） 

  （新役職）  （氏 名） （現役職） 

 代表取締役専務取締役 和田 省一（わだ しょういち） 常務取締役 

 専務取締役 脇阪 聰史（わきさか さとし） 常務取締役 

 常務取締役 福田 正史（ふくだ せいし） 取 締 役 

 常務取締役 田仲 拓二（たなか たくじ） 取 締 役 

 

（６）新任取締役候補・新任監査役候補の略歴 

 氏 名 横井 正彦（よこい まさひこ） 

 生年月日 昭和 30 年７月 15 日 

 略 歴 昭和 53 年４月 ㈱朝日新聞社入社 

  平成 12 年 12 月 同社名古屋本社社会部長 

  平成 14 年４月 同社東京本社社会部長 

  平成 19 年 10 月 同社ゼネラルエディター兼東京本社編集局長 

  平成 21 年４月 同社大阪本社編集局長（現任） 

 氏 名 渡辺 興二郎（わたなべ こうじろう） 

 生年月日 昭和 23 年８月５日 

 略 歴 昭和 47 年４月 ㈱日本教育テレビ（現㈱テレビ朝日）入社 

  平成 ２年３月 全国朝日放送㈱（現㈱テレビ朝日）ワシントン支局長 

  平成 18 年６月 同社取締役 報道担当 

  平成 21 年６月 同社取締役報道局長（現任） 
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 氏 名 大塚 義文（おおつか よしふみ） 

 生年月日 昭和 25 年 10 月４日 

 略 歴 昭和 51 年１月 ㈱朝日新聞社入社 

  平成 13 年９月 同社大阪本社社会部長 

  平成 18 年 10 月 同社大阪本社編集局長 

  平成 21 年４月 同社ゼネラルエディター兼東京本社編集局長 

  平成 22 年４月 同社ゼネラルエディター兼東京本社編成局長（現任） 

 

 氏 名 山本 良生（やまもと よしお） 

 生年月日 昭和 24 年２月 24 日生 

 略 歴 昭和 48 年４月 当社入社 

  平成 15 年４月 当社管理ディビジョン経理局長 

  平成 17 年４月 当社事業メディア局長 

  平成 19 年４月 ㈱スカイ・エー出向 

  平成 19 年６月 同社専務取締役（現任） 

 氏 名 野村 正朗（のむら まさあき） 

 生年月日 昭和 27 年３月 29 日生 

 略 歴 昭和 49 年４月 ㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行 

  平成 15 年５月 ㈱りそな銀行代表取締役頭取 

  平成 19 年６月 ㈱りそな銀行取締役副会長 

  平成 21 年６月 ㈱りそな銀行シニアアドバイザー（現任） 

  平成 21 年６月 (財)りそな アジア・オセアニア財団理事長（現任） 



 

 5 

 

（ご参考） 

役員の新担務（平成 22 年 6 月 25 日付） 

代表取締役社長  渡辺 克信 

代表取締役専務取締役 管理部門統括 経理 関連事業担当 和田 省一 
 経営戦略室長委嘱 

専務取締役 現業部門統括 総合ビジネス メディア戦略  脇阪 聰史 
 ネットワーク 東京支社担当 

常務取締役 編成 制作 報道 スポーツ担当 編成本部長委嘱 福田 正史 

常務取締役 ラジオ 広報 秘書室担当 国際室長委嘱 田仲 拓二 

取 締 役 技術担当 古川 賢三 

取 締 役 総務 人事 労務担当 川村 恒雄 

取 締 役 総合ビジネス メディア戦略 ネットワーク担当補佐 渡辺興二郎 

取 締 役 広報担当補佐 編成本部副本部長委嘱 大塚 義文 

 

常勤監査役  木下 栄一 

常勤監査役  山本 良生 

 

（注）社外取締役および社外監査役は除いております。 

 以 上 


