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令和２年３月２５日 

各      位 

                     

会社名  三重交通グループホールディングス株式会社 

代表者名  代表取締役社長  小倉 敏秀 

（コード番号：3232 東証一部、名証一部） 

問合せ先  総務人事グループ部長  山本 正明 

（TEL 059-213-0351） 

 

 

代表取締役の異動に関するお知らせ 

 

当社及び当社子会社は、本日の取締役会の決議により、当社及び当社子会社の株主総会後に下記の 

とおり代表取締役の異動を行うことを内定いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、本件につきましては、当社及び当社子会社の株主総会並びに同株主総会後の取締役会におい

て正式に決定される予定です。 

 

記 

 

１．当社代表取締役の異動 （本年６月開催予定の当社定時株主総会日付） 

 

(１) 新任代表取締役候補者（略歴は別紙のとおり） 

原     恭 （当社 代表取締役社長、三重交通㈱・三交不動産㈱・名阪近鉄バス㈱ 代表 

取締役会長に就任<同日付>予定 

現 近畿日本鉄道㈱ 取締役常務執行役員 鉄道本部大阪統括部長） 

      なお、原恭氏は、４月１日付で当社顧問に就任いたします。 

 

(２) 退任予定代表取締役 

代表取締役社長  小倉 敏秀 （近鉄グループホールディングス㈱ 代表取締役社長に就任 

〈本年６月開催予定の同社定時株主総会日付〉予定 

現 三重交通㈱・三交不動産㈱・名阪近鉄バス㈱ 代表 

取締役会長） 

 

２．三重交通㈱代表取締役の異動 （本年６月開催予定の同社定時株主総会日付） 

 

(１) 新任代表取締役候補者（略歴は別紙のとおり） 

原     恭 （三重交通㈱ 代表取締役会長に就任<同日付>予定 

現 近畿日本鉄道㈱ 取締役常務執行役員 鉄道本部大阪統括部長） 

 

(２) 退任予定代表取締役 

代表取締役会長 小倉 敏秀 （近鉄グループホールディングス㈱ 代表取締役社長に就任 

〈本年６月開催予定の同社定時株主総会日付〉予定 
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３．三交不動産㈱代表取締役の異動 （本年６月開催予定の同社定時株主総会日付） 

 

(１) 新任代表取締役候補者（略歴は別紙のとおり） 

原     恭 （三交不動産㈱ 代表取締役会長に就任<同日付>予定 

現 近畿日本鉄道㈱ 取締役常務執行役員 鉄道本部大阪統括部長） 

 

(２) 退任予定代表取締役 

代表取締役会長 小倉 敏秀 （近鉄グループホールディングス㈱ 代表取締役社長に就任 

〈本年６月開催予定の同社定時株主総会日付〉予定 

 

 

４．名阪近鉄バス㈱代表取締役の異動 （本年６月開催予定の同社定時株主総会日付） 

 

(１) 新任代表取締役候補者（略歴は別紙のとおり） 

原     恭 （名阪近鉄バス㈱ 代表取締役会長に就任<同日付>予定 

現 近畿日本鉄道㈱ 取締役常務執行役員 鉄道本部大阪統括部長） 

 

 (２) 退任予定代表取締役 

代表取締役会長 小倉 敏秀 （近鉄グループホールディングス㈱ 代表取締役社長に就任 

〈本年６月開催予定の同社定時株主総会日付〉予定 

 

５．㈱三交タクシー代表取締役の異動 （本年４月１日付） 

 

(１) 新任代表取締役候補者（略歴は別紙のとおり） 

中 島 嘉 浩 （㈱三交タクシー 代表取締役社長に就任<同日付>予定 

現 ㈱三交タクシー 推進役、三重いすゞ自動車㈱ 取締役） 

 

(２) 退任予定代表取締役 

代表取締役社長 長野 成司 （三重交通㈱ 監査部部長に就任〈同日付〉予定） 
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令和２年３月２５日 

 

 

三重交通グループホールディングス株式会社 新任 代表取締役社長 候補 

三重交通株式会社 新任 代表取締役会長 候補 

三交不動産株式会社 新任 代表取締役会長 候補 

名阪近鉄バス株式会社 新任 代表取締役会長 候補 

 

 

 

 

 

経    歴    書 

 

 

        はら          やすし 

氏  名    原           恭 

 

生年月日         昭和３６年１２月３１日生  （５８歳） 

 

出 身 地     広島県広島市 

 

最終学歴     昭和５９年 ３月   一橋大学 法学部 卒業 

 

略  歴     昭和５９年 ４月   近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディン 

グス株式会社） 入社 

         平成１８年１２月   同社 鉄道事業本部 企画統括部計画部長 

         平成２６年 ５月   同社 秘書広報部長 

         平成２９年１１月   同社 東京支社長 

         平成３０年 ６月   近畿日本鉄道株式会社（※） 執行役員 鉄道本部名古屋 

統括部長 

令和 元年 ６月   同社 取締役常務執行役員 鉄道本部大阪統括部長（現職） 

伊賀鉄道株式会社 代表取締役社長（現職） 

         令和 ２年 ４月   当社 顧問 就任（予定） 

令和 ２年 ６月   当社 代表取締役社長 就任（予定） 

           三重交通株式会社 代表取締役会長就任（予定） 

           三交不動産株式会社 代表取締役会長就任（予定） 

           名阪近鉄バス株式会社 代表取締役会長就任（予定） 

 

 （注）※ 平成２７年４月 「近畿日本鉄道分割準備株式会社」から商号変更 

 

所有する当社株式数  ０株（令和２年３月２５日現在） 
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令和２年３月２５日 

 

 

株式会社三交タクシー 新任 代表取締役社長 候補 

 

 

 

 

 

経    歴    書 

 

 

        なか  しま  よし  ひろ 

氏  名    中   島   嘉   浩 

 

生年月日         昭和３６年３月３１日生  （５８歳） 

 

出 身 地     三重県津市 

 

最終学歴     昭和５９年 ３月   同志社大学 商学部 卒業 

 

略  歴     昭和５９年 ４月   三重交通株式会社 入社 

平成１９年 ７月   同社 乗合営業部長 

平成２５年 ６月   同社 取締役 

           三重急行自動車株式会社 代表取締役 

           八風バス株式会社 代表取締役 

平成２７年 ４月   株式会社三交タクシー 代表取締役社長 

平成２９年１１月   同社 取締役 

平成３０年 ６月   三重交通商事株式会社 監査役 

令和 元年 ６月   三重いすゞ自動車株式会社 常務取締役 

令和 ２年 ３月   株式会社三交タクシー 推進役（現職） 

           三重いすゞ自動車株式会社 取締役（現職） 

令和 ２年 ４月   株式会社三交タクシー 代表取締役社長 就任（予定） 


