
                                 

  

平成１８年５月１１日 

各  位 

                      会 社 名 飯野海運株式会社 
                       本社所在地 東京都千代田区内幸町二丁目１番１号 

                            コード番号 ９１１９ 

                                                   上場取引所 東京、大阪、名古屋、各一部 

                                福岡、札幌 

                      問合せ先   

責任者役職名 執行役員 総務グループリーダー 

                          氏     名  田川  豊 

                          ＴＥＬ     (03)3506-3060 

 

 

役員人事内定と組織変更に関する件 

 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、本年６月２９日開催予定の定時株主総会およびその

後の取締役会に付議予定の役員人事ならびに組織変更を内定いたしましたので、下記のとおり

お知らせいたします。 

記 

 

（１） 取締役（平成18年6月29日付）  

 ・新任 

新 氏名 現 

取締役 大野 伸二 執行役員ｲｲﾉﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾃﾞｰﾀ㈱社長 

取締役 中上 良彦 執行役員企画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

取締役 近光  護 執行役員貨物船ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

 

 ・退任 

現 氏名 退任後の就任予定先 

取締役 渡辺 利一  

   

 

（２）監査役（平成18年6月29日付） 

 ・新任 

新 氏名 現 

監査役 河原 一夫 執行役員経理ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

監査役 鈴木 進一  

 

・ 退任 

現 氏名 退任後の就任予定先 

監査役 貞苅  紳 飯野システム㈱社長 

監査役 佐藤 安彦  



 

（３）補欠監査役（平成18年6月29日付） 

 ・新任 

 新 氏名 現 

補欠監査役 佐藤 安彦 監査役 

 

（４）執行役員（平成18年6月29日付） 

・昇格 

新 氏 名 現 

副社長執行役員 古賀  啓 専務執行役員 

専務執行役員 愛葉 光彦 常務執行役員 

常務執行役員 関根 知之 執行役員 

常務執行役員 星野 憲一 執行役員 

 

・新任 

新 氏 名 現 

執行役員 根本  滋 ｲｲﾉﾏﾘﾝｻｰﾋﾞｽ㈱常務取締役 

執行役員 久保 筆法 不動産事業ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

 

・退任 

現 氏 名 退任後の就任予定先 

常務執行役員 渡辺 利一  

執行役員 河原 一夫 監査役 

 

（５）組織変更（平成18年6月29日付） 

・趣旨 

 営業力強化のため下記の通り組織を変更する事といたしました。 

 

・組織変更 

現 新 担当分野 

ｵｲﾙﾀﾝｶｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 

ｹﾐｶﾙﾀﾝｶｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 
海運営業第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 液体貨物ﾁｰﾑ 

原油、石油製品、ｹﾐｶﾙ製品

を中心とした液体貨物 

ｶﾞｽﾀﾝｶｰ第一ｸﾞﾙｰﾌﾟ 海運営業第２ｸﾞﾙｰﾌﾟ LNG ﾁｰﾑ 
LNG、LPG を中心とした液化

ガス 

  LPG ﾁｰﾑ  

ｶﾞｽﾀﾝｶｰ第二ｸﾞﾙｰﾌﾟ 海運営業第３ｸﾞﾙｰﾌﾟ 内航・近海ﾁｰﾑ 内航・近海ガス 

貨物船ｸﾞﾙｰﾌﾟ 海運営業第４ｸﾞﾙｰﾌﾟ 貨物船ﾁｰﾑ 一般不定期乾貨物 

ｹﾐｶﾙﾀﾝｶｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 海運営業第５ｸﾞﾙｰﾌﾟ ＊  ｹﾐｶﾙ製品 COA 

不動産事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 不動産営業ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾋﾞﾙ事業ﾁｰﾑ 不動産営業 

  開発ﾁｰﾑ  

   
汐留ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進ﾁ

ｰﾑ 
 

＊ 海外事業展開強化のため、海運営業第５ｸﾞﾙｰﾌﾟは平成18年6月29日以降準備整い次第 

担当業務とその要員をIino Singapore Pte. Ltd.に移管します。 

  



 

（６）取締役・執行役員・監査役の業務分担及び職位委嘱（平成18年6月29日以降の新体制） 

役  職 氏 名 担当または主な職業 

代表取締役会長 

会長執行役員 

野口 章二  

 

代表取締役社長 

社長執行役員 

杉本 勝之  

取締役 

副社長執行役員 

古賀  啓 海運営業第４ｸﾞﾙｰﾌﾟ管掌、人事ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当およ

びｲｲﾉｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱社長 

取締役 

専務執行役員 

松本 隆彦 ｲｲﾉﾏﾘﾝｻｰﾋﾞｽ㈱社長および船員ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当 

取締役 

専務執行役員 

愛葉 光彦 総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当、ｽﾃｰｸﾎｰﾙﾀﾞｰﾘﾚｰｼｮﾝｽﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝ

ﾄ・調査ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当、海運営業第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ担

当、海運営業第５ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当および海外担当 

取締役 

常務執行役員 

関根 知之 

 

海運営業第２ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当、海運営業第３ｸﾞﾙｰﾌﾟ

担当および海運営業第２ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ委嘱 

取締役 

常務執行役員 

星野 憲一 企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ管掌および不動産営業ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当 

執行役員 田川  豊 総務ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ委嘱 

執行役員 山根  修 ｲｲﾉﾏﾘﾝｻｰﾋﾞｽ㈱常務取締役 

執行役員 石川 廣行 ｲｲﾉ・ﾋﾞﾙﾃｯｸ㈱社長 

執行役員 浅田 研二 ｲｲﾉﾏﾘﾝｻｰﾋﾞｽ㈱常務取締役 

執行役員 安斎容一郎 ﾄﾞﾊﾞｲ事務所代表およびIino Singapore Pte.

Ltd.社長 

執行役員 柿沼 光宏 ｽﾃｰｸﾎｰﾙﾀﾞｰﾘﾚｰｼｮﾝｽﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・調査ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

委嘱 

取締役 

執行役員 

大野 伸二 ｲｲﾉﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾃﾞｰﾀ㈱社長 

執行役員 三宅 茂樹 海運営業第３ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ委嘱 

取締役 

執行役員 

中上 良彦 企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当、経理ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当、企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾘｰﾀﾞｰ委嘱および経理ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ委嘱 

取締役 

執行役員 

近光  護 海運営業第４ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当 

執行役員 根本  滋 ｲｲﾉﾏﾘﾝｻｰﾋﾞｽ㈱常務取締役 

執行役員 久保 筆法 不動産営業ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ委嘱 

監査役 岡田 俊雄 （常勤） 

監査役 河原 一夫 （常勤） 

監査役 覚明 敏之  

監査役 鈴木 進一  

  注：上記以外に佐藤 安彦氏が補欠監査役に就任します。 

 

                                  以 上 

  


