
 1

     平成 19年 2月 22日 

各   位 

会 社 名 岡部株式会社 

代表者名 取締役社長 大野 要 

（コード番号 5959 東証第 1部） 

問合せ先 常務取締役執行役員管理本部長 

     加納 弘 

     (TEL. 03－3624－5119) 

 

役員の異動に関するお知らせ 
当社は、本日の取締役会において、平成 19年 3月 29日開催予定の第 63回定時株主総会および総

会後の取締役会に付議する役員の異動を下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。 

記 

（平成 19年 3月 29日付予定、それぞれの新担当職・兼務状況は別表のとおり） 

１．昇格予定取締役 

代表取締役会長 大野  要 （現 代表取締役社長） 

代表取締役社長 松本 憲昭 （現 常務取締役 執行役員 営業本部長） 

専務取締役 加納  弘 （現 常務取締役 執行役員 管理本部長） 

常務取締役 中川 健一 （現 取締役 執行役員 新規ビジネス開発室長） 

 

２．新任取締役候補 

 

 

 

 

取締役 富田 英逸 （現 執行役員 管理本部副本部長兼国際事業部長） 

取締役 吉田 修一 （現 執行役員 東京支店長） 

取締役（非常勤） 野上 光男 （現 小林産業㈱取締役社長） 

 

３．新任執行役員候補 

 

 

 

 

執行役員 石原 貳男 （現 経営企画室長） 

執行役員 島村 健二 （現 オカコー四国㈱取締役社長） 

 

４．退任予定取締役 

  

 

（注 1） 

 

伊藤 武廣 

 

（現 取締役 執行役員 開発本部長） 

 

（注 2） 

 

水垣  浩 

 

（現 小林産業㈱取締役会長） 

 

(注 1)伊藤武廣は、平成 19 年 4 月 1 日付けにて土木事業部を 100％子会社として分離設立する岡部

シビルエンジ㈱の取締役社長に就任予定であります。 

(注 2)水垣 浩氏は、引き続き小林産業㈱取締役会長であります。 
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（ご参考 1） 

 

上記変更を踏まえ、平成 19年 4月 1日付にて経営組織の一部変更を実施する予定であり、同日以

降の当社の役員構成は下記のとおりとなります。 

（＊印は昇格、＃印は新任を示します） 

役名    氏名 職務名・主な兼務状況 

 

取締役 

  

＊代表取締役 会長 大野  要  

＊代表取締役 社長 松本 憲昭  

＊専務取締役 加納  弘 管理部門・生産部門管掌 

＊常務取締役 中川 健一 自動車部品部長 

取締役 中崎 正義 生産部長 

＃取締役 富田 英逸 管理部長 

＃取締役 吉田 修一 東京支店長 

取締役（非常勤） 瀬畑 進一 香港岡部有限公司取締役社長 

取締役（非常勤） ロバート・ニール ウォーターグレムリン Co.取締役社長 

＃取締役（非常勤） 野上 光男 小林産業㈱取締役社長 (注 1) 

 

監査役 

  

常勤監査役 小川 憲三  

常勤監査役 関井 次男  

監査役（非常勤） 平松  守 平松公認会計士事務所代表 (注 2) 

監査役（非常勤） 大場 和秀 小林産業㈱取締役 (注 2) 

 

執行役員 

  

執行役員 角屋 治克 技術開発部長 

執行役員 廣渡  眞 本社営業部長 

執行役員 山田 明男 京都工場長 

＃執行役員 石原 貳男 経営企画室長 

＃執行役員 島村 健二 オカコー四国㈱取締役社長 

(注 1)野上光男氏は、会社法第 2条第 15号に定める社外取締役の要件を満たしております。 

(注 2)平松 守氏および大場和秀氏は、会社法第 2条第 16号に定める社外監査役の要件を満たして 

おります。 
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(ご参考 2) 

 

新社長の略歴 
 
氏  名：松本 憲昭（まつもと のりあき） 
生年月日：昭和 22年 3月 23日 
出身地 ：千葉県 
最終学歴：昭和 44年 3月 明治大学 商学部 卒業 

 
主な職歴 
昭和 44年  4月 当社入社 
昭和 57年  9月 岡部京葉販売㈱代表取締役 
平成  4年 12月 横浜岡部㈱代表取締役 
平成  8年 12月 山陽岡部㈱代表取締役 
平成 13年  1月 岡部ストラクト㈱専務取締役 
平成 13年  3月 当社執行役員 兼 同 上 
平成 15年  3月 当社取締役  兼 同 上 
平成 17年  1月 当社取締役 執行役員 営業本部長 
平成 17年  3月 当社常務取締役 執行役員 営業本部長 
平成 19年  3月 当社代表取締役社長 就任予定 

 

以  上 


