
  平成 19年 3月 30日
　各　　　位

会 社 名 株 式 会 社  大  気  社
代 表 者  代表取締役社長 中矢 義郎
（ｺ-ﾄﾞ番号  1 9 7 9   東証第１部）
問 合 せ 先  常務取締役管理本部長

　　　　　　　　　　　　　　 櫻井　 孝
  （TEL  03-3343-1401）

１．取締役の異動

取締役上席執行役員 管理本部副本部長
兼 人事部長

取締役 管理本部副本部長 兼 総務
人事部長

井ノ口　博司

取締役上席執行役員 環境システム事業
部長付

取締役 環境設備事業部東京本店長 北本　昌之

代表取締役社長執行役員 代表取締役社長 中矢　義郎

取締役上席執行役員 社長特命プロジェ
クト担当

取締役 産業設備事業部担当 松浦　洋

取締役上席執行役員 環境システム事業
部市場開拓部長

取締役 塗装設備事業部 新事業開発
部長

森田　稔

取締役および執行役員の異動に関するお知らせ

記

新役職 現役職 氏名

当社は、このたび４月１日付で下記のとおり取締役および執行役員の異動を決議いたし
ましたのでお知らせいたします。

取締役上席執行役員 環境システム事業
部長付

取締役 産業設備事業部 営業統括部
長

加嶋　正一

取締役上席執行役員 環境システム事業
部技術統括部長

取締役 産業設備事業部 技術統括部
長 兼 技術管理部長

宗岡　眞

取締役上席執行役員 内部監査室長 取締役環境設備事業部 中部支店長 樋口　利男

取締役上席執行役員 環境システム事業
部東京第一支店長

取締役環境設備事業部 大阪支社長 上西　栄太郎

取締役上席執行役員 安全本部長 取締役 安全本部長 木村　幸治

取締役上席執行役員塗装システム事業
部副事業部長兼 技術統括部長

取締役 塗装設備事業部 技術統括部
長

橋本　記代司

取締役上席執行役員環境システム事業
部東京第二支店長

取締役 産業設備事業部 東京事業所
長

赤崎　良知

取締役専務執行役員 環境システム事業
部長

専務取締役 産業設備事業部長 大須賀　俊彦

取締役専務執行役員 技術・開発本部長 専務取締役 技術・開発本部長 西村　雅晴

取締役常務執行役員 環境システム事業
部副事業部長 兼 技術企画室長 兼 購
買本部長

常務取締役 購買本部長 木村　傑

取締役常務執行役員 管理本部長 常務取締役 管理本部長 櫻井　孝

取締役常務執行役員 塗装システム事業
部長

常務取締役 塗装設備事業部長 兼
営業統括部長

上山　悟

取締役常務執行役員 環境システム事業
部長付

常務取締役 環境設備事業部長 兼
営業統括部長

西山　哲郎
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２．執行役員の異動（「１．取締役の異動」分を除く）

    ます。

    原因、責任等の調査および再発防止策の策定を行っております。

    予定です。
以　　上

経営責任、役員を含めた社内処分、再発防止策につきまして、その概要を開示する

取締役上席執行役員 環境システム事業
部東京第一支店副支店長 兼 営業部長

取締役 環境設備事業部リニューア
ル統括部長 兼 原子力部長

森谷　隆

に削減し、取締役会の意思決定の迅速化と業務執行に対する監督機能強化を図り

４．なお、当社は本年２月２日に不適切な原価処理に起因する過年度決算の訂正を行った

取締役 管理本部経理部長 佐野　充

得居　莞治

取締役 産業設備事業部 営業統括部
副統括部長 兼 営業部長 兼 企画室
長

押田　裕介

ことに伴い、社内調査委員会を中心に、外部調査委員会の指導・助言を得て、その

現在、調査活動は最終段階にあり、４月中旬に本事案に係わるこれまでの経緯、原因、

３．当社は執行役員制の導入に伴い、本年６月の取締役の改選時に取締役数を10名以内

取締役上席執行役員 環境システム事業
部長付

取締役 環境設備事業部 技術統括部
長

加藤　考二

取締役上席執行役員 管理本部経理部長

出縄　正美

山田　時男

氏名

取締役上席執行役員 塗装システム事業
部営業技術統括部長

取締役 塗装設備事業部 設計・開
発・営業技術・ＣＡＤ担当

河原　悦男

取締役上席執行役員 環境システム事業
部営業統括部長

小川　哲也

麻野　博司

執行役員 塗装システム事業部施工品質
統括部長 兼 施工品質管理部長
執行役員 塗装システム事業部第二事業
所長 兼 大阪事業所長

斉藤　正明

寺本　義彦

執行役員 塗装システム事業部第一事業
所長 兼 東京事業所長
執行役員 環境システム事業部大阪第一
支店長

小林　宗一

長田　雅士

今村　好則

執行役員 環境システム事業部九州支店
長

新役職
執行役員 環境システム事業部大阪第二
支店長
執行役員 塗装システム事業部欧米統括
準備部長 兼 欧米室長
兼 TKS Industrial Company社長

執行役員 環境システム事業部
Taikisha(Thailand)Co.,Ltd.社長

塗装設備事業部施工品質管理部長

塗装設備事業部第二事業所長 兼 大
阪事業所長
塗装設備事業部第一事業所長 兼 東
京事業所長
購買本部大阪購買部長

現役職
産業設備事業部中部事業所長

塗装設備事業部TKS Industrial
Company社長

産業設備事業部
Taikisha(Thailand)Co.,Ltd.社長

産業設備事業部九州事業所長

産業設備事業部中部事業所技術部長

社長室長

執行役員 環境システム事業部中部支店
長
執行役員 環境システム事業部企画室長
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