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各 位 

 

松下電工株式会社 
（報道関係お問合せ先） 

広報部大阪：06-6909-7187 
広報部東京：03-6218-1166 

 
 
 ２００７年２月２１日の取締役会で、２００７年４月１日付にて次の通り、執行役員を含む役員の異動、担当職務の変更
を決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。 なお、ご参考までに今回の異動、変更実施後の役員、執行役員、
監査役の構成をご案内申し上げます。 
 
 

（１）取締役の昇任 （２００７年４月１日付） 
新役職位 氏  名 現役職位 新担当職務 現担当職務 

代表取締役 

取締役副社長 

彦惣 正義 専務取締役 経理担当、ＩＳ担当、法務担当 

調達担当、物流担当 

経理担当、ＩＳ担当、法務担当 

調達担当、ファシリティー担当 

代表取締役 

取締役副社長 

宇治原 志郎 専務取締役 電材ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部長 

ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業担当 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ担当 

東京本社担当 

電材ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部長 

ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業担当 

東京本社副担当 

専務取締役 吉田 忠弘 常務取締役 住建ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部長 

住建事業本部長 

住建事業本部長 

物流担当 

 
 

（２）取締役の異動 （２００７年４月１日付） 
新役職位 氏  名 現役職位 新担当職務 現担当職務 

取締役 築山 明雄 代表取締役 

取締役副社長 

特命担当 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ担当 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ担当 

東京本社担当 

取締役 石川 武 代表取締役 

取締役副社長 

特命担当 ＣＳＲＭ担当、内部統制・監査担当 

倫理担当 

取締役 田中 弘司 常務取締役 特命担当 海外事業統括担当 

ｱｼﾞｱ・中近東地域ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

ｱﾒﾘｶ地域ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

 
 

（３）執行役員の新任 （２００７年４月１日付） 
新役職位 氏  名 現役職位 新担当職務 現担当職務 

常務執行役員 岸上 雅俊  電材営業推進担当 ミツワ電機㈱出向 顧問 

執行役員 松本 敏久  住建ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 

住建商品営業企画部長 

住建事業本部 内装ｼｽﾃﾑ事業部長 

執行役員 吉村 元  (現担当職務と同じ) 照明事業本部 

照明ﾃﾞﾊﾞｲｽ開発事業部長 

執行役員 下村 定弘  電材ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 

 特需営業本部長 

東京本社副担当 

電材ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 

 特需営業本部長 

執行役員 北野 亮  (現担当職務と同じ) 電器事業本部 

 ｱｸｱ･ﾃﾞﾊﾞｲｽ事業部長 

電器新事業開発センター長 

執行役員 水澤 節雄  (現担当職務と同じ) ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電工ﾌｫｽﾛｼｭﾜｰﾍﾞ㈲ 社長 

 
 

 

松下電工 役員の異動および機構改革について 
(株式コード：6991) 
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（４）執行役員からの退任 （２００７年３月３１日付） 
新役職位 氏  名 現役職位 新担当職務 現担当職務 

 辻本 和男 常務執行役員  住建ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部長 

 木本 好秋 常務執行役員  ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

 
 

（５）異動のない役員・執行役員の担当職務変更および新たな職務(下線部)の委嘱 （２００７年４月１日付） 
新役職位 氏  名 現役職位 新担当職務 現担当職務 

 野村 淳二 代表取締役 

取締役副社長 

全社技術･製造担当 

ＣＳＲＭ担当 

内部統制・監査担当 

倫理担当 

ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞ事業担当 

全社技術･製造担当 

人事担当 

新事業推進担当 

ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞ事業担当 

 薮 久郎 常務取締役 制御機器本部長 

海外事業担当 

制御機器本部長 

 村上 通男 常務執行役員 人事担当 

人事部長 

照明事業本部 

 住宅照明事業部長 

 池内 稔 常務執行役員 新事業推進担当 

ｴｲｼﾞﾌﾘｰ事業推進担当 

空間事業推進担当 

ﾌｧｼﾘﾃｨｰ担当 

人事部長 

 日野田 知也 執行役員 住建事業本部 

 ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ事業部長 

総合企画担当部長 

住建事業本部 総合企画担当部長 

 竹安 聡 執行役員 経営企画担当 

経営企画室長 

経営企画担当 

ｴｲｼﾞﾌﾘｰ事業推進担当 

空間事業推進担当 

経営企画室長 

 荒谷 悦司 執行役員 制御機器本部 

ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞ事業ｾﾝﾀｰ長 

制御機器本部 

 制御技術応用研究所長 

ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞ事業ｾﾝﾀｰ長 

 飯間 政二郎 執行役員 住建ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 

ｵｰﾙ電化営業推進本部長 

住建ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 

住建商品営業企画部長 

 西原 直也 執行役員 電材ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部副本部長 

電材商品営業企画部長 

電材ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 

電材商品営業企画部長 

 有井 利英 執行役員 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電工中国有限公司 董事長 中国・北東ｱｼﾞｱ地域ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電工中国有限公司 董事長 

 
 

（６）機構改革 （２００７年４月１日付） 
▽住建マーケティング本部内に、オール電化営業推進本部を新設 

 
 

＝以上＝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２００７年２月２１日 

3/4 

《 添付資料 》 松下電工株式会社 役員体制 [ ２００７年４月 1 日付 ] 
                         
 
■取締役 （下線部は職務の委嘱変更） 

役職位 氏  名 新担当職務 現担当職務 

代表取締役 

取締役社長 

畑中 浩一   

代表取締役 

取締役副社長 

野村 淳二 全社技術･製造担当 

ＣＳＲＭ担当 

内部統制・監査担当 

倫理担当 

ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞ事業担当 

全社技術･製造担当 

人事担当 

新事業推進担当 

ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞ事業担当 

代表取締役 

取締役副社長 

彦惣 正義 経理担当、ＩＳ担当、法務担当 

調達担当、物流担当 

経理担当、ＩＳ担当、法務担当 

調達担当、ファシリティー担当 

代表取締役 

取締役副社長 

宇治原 志郎 電材ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部長 

ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業担当 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ担当 

東京本社担当 

電材ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部長 

ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業担当 

東京本社副担当 

専務取締役 柚山 光治 (変更なし) 照明事業本部長 

専務取締役 吉田 忠弘 住建ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部長 

住建事業本部長 

住建事業本部長 

物流担当 

常務取締役 棚橋 正雄 (変更なし) 電器事業本部長 

常務取締役 園田 信雄 (変更なし) 品質・環境推進担当 

全社地球環境保全統括者 

常務取締役 鳥井 宗朝 (変更なし) 電子材料本部長 

常務取締役 薮 久郎 制御機器本部長 

海外事業担当 

制御機器本部長 

取締役 築山 明雄 特命担当 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ担当 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ担当 

東京本社担当 

取締役 石川 武 特命担当 ＣＳＲＭ担当、内部統制・監査担当 

倫理担当 

取締役 田中 弘司 特命担当 海外事業統括担当 

ｱｼﾞｱ・中近東地域ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

ｱﾒﾘｶ地域ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

取締役（非常勤） 山本 卓眞   

取締役（非常勤） 戸田 一雄   

 
 
 
 
 
 
■監査役 

役職位 氏  名 新担当職務 現担当職務 

監査役 正田 孝藏 (変更なし) 監査 

監査役 奥田 一夫 (変更なし) 監査 

監査役(非常勤) 阿部 三郎 (変更なし) 監査 

監査役(非常勤) 西尾 宇一郎 (変更なし) 監査 

監査役(非常勤) 淺田 茂 (変更なし) 監査 
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■執行役員 （下線部は職務の委嘱変更） 

役職位 氏  名 新担当職務 現担当職務 

常務執行役員 水摩 哲介 (変更なし) ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電工ﾀｲ㈱社長 

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電工ｱﾕﾀﾔ㈱社長 

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電工ｺﾝｹﾝ㈱社長 

常務執行役員 小畑 外嗣 (変更なし) ものづくり綜合部長 

生産技術研究所長 

全社総合安全管理者 

常務執行役員 横山 洋一 (変更なし) 情報機器事業本部長 

常務執行役員 村上 通男 人事担当、人事部長 照明事業本部 

 住宅照明事業部長 

常務執行役員 池内 稔 新事業推進担当 

ｴｲｼﾞﾌﾘｰ事業推進担当 

空間事業推進担当 

ﾌｧｼﾘﾃｨｰ担当 

人事部長 

常務執行役員 岸上 雅俊 電材営業推進担当 ミツワ電機㈱出向 顧問 

執行役員 古田 芳浩 (変更なし) 経理部長 

執行役員 長崎 春樹 (変更なし) 電器事業本部 

ﾋﾞｭｰﾃｨ･ﾗｲﾌ事業部長 

執行役員 日野田 知也 住建事業本部 ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ事業部長 

総合企画担当部長 

住建事業本部 総合企画担当部長 

執行役員 竹安 聡 経営企画担当 

経営企画室長 

経営企画担当 

ｴｲｼﾞﾌﾘｰ事業推進担当 

空間事業推進担当 

経営企画室長 

執行役員 荒谷 悦司 制御機器本部 

ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞ事業ｾﾝﾀｰ長 

制御機器本部 

 制御技術応用研究所長 

ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞ事業ｾﾝﾀｰ長 

執行役員 飯間 政二郎 住建ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 

ｵｰﾙ電化営業推進本部長 

住建ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 

住建商品営業企画部長 

執行役員 古川 勉 (変更なし) 住建事業本部 技術企画担当部長 

執行役員 新西 文仁 (変更なし) 住建ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 

住宅特需営業本部長 

執行役員 松蔭 邦彰 (変更なし) 照明事業本部 

施設・屋外照明事業部長 

執行役員 西原 直也 電材ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部副本部長 

電材商品営業企画部長 

電材ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 

電材商品営業企画部長 

執行役員 吉岡 民夫 (変更なし) 情報機器事業本部 

 ＨＡ・セキュリティ事業部長 

執行役員 井戸 正弘 (変更なし) ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｽﾀｯﾌ 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ総合戦略企画総括部長 

執行役員 有井 利英 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電工中国有限公司 董事長 中国・北東ｱｼﾞｱ地域ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電工中国有限公司 董事長 

執行役員 松本 敏久 住建ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 

住建商品営業企画部長 

住建事業本部 内装ｼｽﾃﾑ事業部長 

執行役員 吉村  元 (変更なし) 照明事業本部 

照明ﾃﾞﾊﾞｲｽ開発事業部長 

執行役員 下村 定弘 電材ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 特需営業本部長 

東京本社副担当 

電材ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 特需営業本部長 

執行役員 北野  亮 (変更なし) 電器事業本部 ｱｸｱ･ﾃﾞﾊﾞｲｽ事業部長 

電器新事業開発センター長 

執行役員 水澤 節雄 (変更なし) ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電工ﾌｫｽﾛｼｭﾜｰﾍﾞ㈲社長 

 
＊以上＊ 


