
 
平成１９年３月１３日  

 
各  位 

会 社 名 第一実業株式会社 
代 表者名 代表取締役社長 矢 野 邦 宏 
（コード番号：８０５９ 東証第１部） 
問 合せ先 総務部長 高 井 潤 三 
（TEL ０３－５２１４－８５２６） 
 
 

人事異動及び機構改革に関するお知らせ 

 
 当社は、下記のとおり平成１９年４月１日付にて人事異動及び機構改革を行いますの

で、お知らせいたします。 
 

記 
 
１． 人事異動（平成１９年４月１日付) 
   別紙のとおり 
 
 
２． 機構改革(平成１９年４月１日付) 
   別紙のとおり 
 

以 上 
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第一実業株式会社

１．人事異動
発令日：４月１日付

旧　職 継続職 氏　名

第一営業本部、第二営業本部管掌
代表取締役社長兼内部監査
室、新事業推進室管掌

矢野　邦宏

ＰＦＳＣ統括営業本部、中国本
部、欧州地区事業所管掌

代表取締役専務兼第一実業
米国会長、第一実業アジア
管掌

鵜野　征治

第三営業本部、大阪第一営業本
部、大阪第二営業本部、名古屋営
業本部管掌

常務取締役 中川　義晴

経理本部管掌 経理本部長
常務取締役経営企画本部長
兼関係会社管掌

下田　正伸

大阪産業機械事業本部担当本部長 大阪第二営業本部長兼大阪支店長 取締役 古谷　昌弘

第一実業アジア社長 第三営業本部長 取締役 河原　恵

名古屋営業本部長 取締役兼名古屋支店長 梅村　達男

ＰＦＳＣ統括営業本部長 取締役 佐藤　健三

産業機械・航空事業本部長 第一営業本部長 取締役 杉浦　道明

ＰＦＳＣ統括事業本部長 第一実業アジア社長 取締役 山片　康司

第一実業香港董事長 中国本部長 取締役兼上海一実董事長 小椋　隆典

第一営業本部本部長代理兼石
油・化学プラント部長

高田　徹

第一営業本部エネルギーシステ
ム部長

山野　宗男

第二営業本部本部長代理 吉岡　伊助

第一営業本部エネルギーシステ
ム部第一グループ長

五十嵐　進

大阪第一営業本部広島支店長 大東　一光

第一営業本部本部付部長 野呂　謙吾

第二営業本部産業機械第二部長 田中　仁

第二営業本部産業機械第三グ
ループ長

久行　和徳

プラント・エネルギー事業本部本
部長代理兼札幌支店長

プラント・エネルギー事業本部石
油・石油化学プラント部長

プラント・エネルギー事業本部化
学プラント部長

プラント・エネルギー事業本部プ
ラント機械部長

プラント・エネルギー事業本部設
備プラントグループ長

名古屋事業本部長

ＰＦＳＣ統括事業本部担当本部長

プラント・エネルギー事業本部長

プラント・エネルギー事業本部本
部長代理

新　職

プラント・エネルギー事業本部、名
古屋事業本部管掌

産業機械・航空事業本部、大阪プラ
ント機械事業本部、大阪産業機械事
業本部管掌

ＰＦＳＣ統括事業本部、上海一実、
欧州統括事業部管掌

プラント・エネルギー事業本部エ
ネルギープロジェクト部長
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旧　職 継続職 氏　名

名古屋営業本部本部長代理 森谷　優

名古屋営業本部自動車戦略推進
室長

川田　俊夫

第一実業広州総経理 樽田　良和

名古屋営業本部電子精機第一部
長

二宮　隆一

名古屋営業本部電子精機第二部
長

森部　直樹

名古屋営業本部プラスチック機
械部長

青山　重博

ＰＦＳＣ統括営業本部中台実装
グループＭａｎａｇｅｒ

源島　裕一郎

ＰＦＳＣ統括営業本部南アジア
実装グループＭａｎａｇｅｒ

久保田　寛治

上海一実貿易電精ＤＩＶ．Ｇｅ
ｎｅｒａｌ Ｍａｎａｇｅｒ

樋渡　正生

ＰＦＳＣ統括営業本部営業推進
統括部長

坂根　信一

ＰＦＳＣ統括営業本部営業推進
グループＭａｎａｇｅｒ

上野　雅敏

ＰＦＳＣ統括営業本部精機実装
１グループＭａｎａｇｅｒ

迫田　真一

ＰＦＳＣ統括営業本部精機ＦＳ
ＩグループＭａｎａｇｅｒ

神山　聡

ＰＦＳＣ統括営業本部ＣＳグ
ループＭａｎａｇｅｒ

大関　茂

第一実業テクノロジ㈱第一営業
部長

川又　潤一

ＰＦＳＣ統括営業本部 高市　定勝

中国本部本部長代理 玄島　稔久

第一営業本部航空宇宙部長 小関　直也

ＰＦＳＣ統括営業本部東北・北
海道支店長

岩井　修一

第二営業本部産業機械第一部長 波多野　史朗

第二営業本部長 山中　義英

大阪第一営業本部プラント・エ
ンジニアリング部長

宇野　一郎

大阪第一営業本部プラント・エ
ンジニアリング部第一グループ
長

丸本　靖

大阪第一営業本部産機システム
部第一グループ長

松川　忠行

新　職

ＰＦＳＣ統括事業本部ソリュー
ション部長

大阪プラント機械事業本部プラン
ト・エンジニアリング部長

大阪プラント機械事業本部ＰＦユ
ニシステム部長

大阪プラント機械事業本部長兼大
阪支店長

大阪プラント機械事業本部本部長
代理

ＰＦＳＣ統括事業本部ＡＯＩ機器
部長

産業機械・航空事業本部本部長代
理
産業機械・航空事業本部航空宇宙
部長
産業機械・航空事業本部東北支店
長

ＰＦＳＣ統括事業本部精機実装部
長

ＰＦＳＣ統括事業本部ＭＥ実装部
長

ＰＦＳＣ統括事業本部部品部長

産業機械・航空事業本部システム
エンジニアリング部長

名古屋事業本部副本部長

名古屋事業本部自動車事業統括室
長
名古屋事業本部自動車事業統括室
部長

名古屋事業本部フォーミングシス
テム部長

ＰＦＳＣ統括事業本部韓国実装部
長

ＰＦＳＣ統括事業本部中国・台湾
実装部長

名古屋事業本部精機実装第二部長

名古屋事業本部精機実装第一部長

ＰＦＳＣ統括事業本部南アジア実
装部長

ＰＦＳＣ統括事業本部営業企画統
括部長

ＰＦＳＣ統括事業本部営業企画部
長
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旧　職 継続職 氏　名
大阪第一営業本部広島支店支店
長代理

小栗　昇三

大阪第一営業本部長 福澄　和幸

大阪第二営業本部本部長代理 澤井　住夫

大阪第二営業本部精機ＦＡ部プ
ラスチックＦＡグループ長

石垣　知晴

大阪第二営業本部精機ＦＡ部長 岩崎　登喜男

大阪第二営業本部ファインデバ
イスシステム部長

船渡　雄司

経理本部財務部長 池田　俊郎

経営企画部参事 藤永　正和

経理本部本部長代理 津田　徹

経理本部国際業務部長 武居　功

経理本部国際業務部リーダー 渡辺　崇

総務本部ＩＲ・広報室長
総務本部本部長代理兼総
務部長

髙井　潤三

総務本部海外サポート部長 篠永　東一郎

上海一実産機プラスチックＤＩ
Ｖ．Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｍａｎａ
ｇｅｒ

前野　直樹

第一実業マレーシアＧｅｎｅｒ
ａｌ　Ｍａｎａｇｅｒ

長澤　宜幸

欧州支配人 ロンドン支店長 小薗　大介

第一実業マレーシアＭａｎａｇｉ
ｎｇＤｉｒｅｃｔｏｒ

欧州統括事業部長

経理本部国際業務部長

総務本部関係会社業務室長兼国内
業務部長

新　職

第一実業広州総経理

総務本部海外業務部長

経営企画本部本部長代理兼ＩＲ・
広報室長

経営企画本部経営企画部長

経理本部長

経理本部本部長代理兼財務部長

（注）海外現地法人は下記の通り略称にて記載しています。

　●第一実業米国：第一実業（米国)㈱、●上海一実：上海一実貿易有限公司、●第一実業アジア：第一実業
（アジア）㈱

　●第一実業香港：第一実業（香港）有限公司

　●第一実業広州：第一実業（広州）貿易有限公司、●第一実業マレーシア：第一実業（マレーシア）㈱

大阪産業機械事業本部長

大阪産業機械事業本部エレクトロ
ＦＡ部長

大阪産業機械事業本部精機実装部
長

大阪産業機械事業本部ＭＥ実装部
長

大阪プラント機械事業本部広島支
店長

大阪プラント機械事業本部本部付
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２．機構改革
発令日：４月１日付

① 第一営業本部、第二営業本部を統合し、プラント・エネルギー事業本部とする。

②

③ 同事業本部にＰＦＳＣ統括営業本部より東北・北海道支店の札幌営業所を編入し、札幌支店に改称する。

④ 名古屋営業本部を名古屋事業本部に改称する。

⑤

⑥ ＰＦＳＣ統括営業本部をＰＦＳＣ統括事業本部に改称する。

⑦

⑧ 同事業本部のＣＳグループを分割し、部品部、ＡＯＩ機器部、ソリューション部とする。

⑨

⑩

⑪ 同事業本部に第二営業本部より産業機械第一部を編入し、システムエンジニアリング部に改称する。

⑫ 大阪第一営業本部を大阪プラント機械事業本部に改称し、ＰＦユニシステム部を新設する。

⑬ 大阪第二営業本部を大阪産業機械事業本部に改称し、エレクトロＦＡ部を新設する。

⑭ 同事業本部の精機ＦＡ部を精機実装部に、ファインデバイスシステム部をＭＥ実装部に改称する。

⑮ 経営企画本部に総務本部よりＩＲ・広報室を編入する。

⑯ 総務本部の海外サポート部を廃止し、国内業務部、海外業務部からなる関係会社業務室を新設する。

⑰ 中国本部を廃止する。

⑱ ロンドン、フランクフルト、プラハ、ブダペストからなる欧州地区事業所を欧州統括事業部とする。

同事業本部の自動車戦略推進室を自動車事業統括室、電子精機第一部を精機実装第一部、電子精機第二部を
精機実装第二部、プラスチック機械部をフォーミングシステム部に改称する。

同事業本部の韓国実装グループを韓国実装部、中台実装グループを中国・台湾実装部、南アジア実装グルー
プを南アジア実装部、営業推進グループを営業企画部、精機実装１グループを精機実装部、精機ＦＳＩグ
ループをＭＥ実装部に改称する。

同事業本部に第一営業本部より航空宇宙部を、ＰＦＳＣ統括営業本部より東北・北海道支店の東北支店を編
入する。

機構改革

同事業本部のエネルギーシステム部をエネルギープロジェクト部、石油・化学プラント部を石油・石油化学
プラント部、産業機械第二部をプラント機械部、産業機械第三グループを設備プラントグループに改称し、
化学プラント部を新設する。

第三営業本部を産業機械・航空事業本部に改称し、デコレーティングシステムをグループとし、オートモ
ティブＦＡ部に編入する。
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