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（財）財務会計基準機構会員 

平成19年5月18日 
各  位 

   会 社 名  国 際 航 業 株 式 会 社 

代表者名   代表取締役社長   田二谷 正純 
       （コード番号9231 東証第一部） 

問合せ先   執行役員管理本部長  鵜飼  良一 
                           （TEL. 03-3262-6221代表） 

 

取締役候補者、監査役候補者および役員の異動等に関するお知らせ 
 
当社は、平成19年5月18日開催の取締役会において、平成19年6月26日開催の第74回定時株主総
会に付議する取締役候補者、監査役候補者および役員の異動を決定しましたので、お知らせします。 
 
１．取締役候補者（6月26日付） 
【種別】 【新役位等】 【氏 名】 【現職務】 

重任 代表取締役社長 田二谷
た に や

 正純
まさずみ

  代表取締役社長 

重任 取締役 大田
おおた

 純一
じゅんいち

 取締役 技術担当 

新任 取締役 小島
こじま

 徹也
てつや

 専務執行役員技術・営業推進本部長 

新任 取締役 前川
まえかわ

 統一郎
とういちろう

 常務執行役員環境ソリューション事業本部長 

新任 取締役 久門
くもん

 哲雄
てつお

 執行役員経営企画室長 

新任 取締役 吉川
よしかわ

 正嗣
まさつぐ

 執行役員事業開発本部長 

重任 取締役 岩垂
いわだれ

 重雄
しげお

 取締役 

新任 取締役 山下
やました

 哲生
てつお

 
当社非常勤顧問、日本アジアホールディングズ

株式会社取締役会長 

新任 取締役 任
じぇん

 錫文
しぇくぶん

 
Senior Adviser, Ernst & Young, Singapore 
Chairman, Equity Ventures International 
Holdings Limited 

（注）岩垂重雄氏、山下哲生氏および任錫文氏は社外取締役候補者です。 
（注）平成19年6月26日開催予定の定時株主総会および終結後の取締役会にて正式に決定いたします。 
 
２．新任監査役候補者（6月26日付） 
【新役位等】 【氏 名】 【現職務】 

常勤監査役 有働
うどう

 達夫
たつお

 執行役員内部監査室長 

監査役 前田
まえだ

 博
ひろし

 弁護士 

監査役 泊
とまり

 昌之
まさゆき

 補欠監査役（弁護士） 

（注）前田博氏および泊 昌之氏は、会社法施行規則第2条第3項8号に定める社外監査役候補者です。 
（注）平成19年6月26日開催予定の定時株主総会にて正式に決定いたします。 
（注）現任の島田隆幸常勤監査役および山本忠彦監査役を含めた５名による監査役会の体制となります。 
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３．退任予定取締役 
常務取締役 管理本部担当、
コンプライアンス担当 

大森 紀雄 
（当社顧問に就任予定。持株会社設立後の組織

再編による不動産事業会社代表に就任予定） 

取締役 営業担当 吉牟田 広 （当社顧問に就任予定） 

取締役 鈴木 章夫  

（注）退任予定日は、平成19年6月26日です。 
 
４．退任予定監査役 

監査役 田中 敬三  

（注）退任予定日は、平成19年6月26日です。 
 
５．新任取締役候補者の略歴（6月26日付） 

小島
こじま

 徹也
てつや

 取締役 

略歴 昭和44年 鹿島建設株式会社入社 
 平成14年 株式会社コムセック代表取締役 
 平成17年 日本アジアランド株式会社代表取締役 
 平成18年 機動建設工業株式会社執行役員副社長 
 平成18年8月 同社取締役副社長 
 平成19年1月 当社非常勤顧問 
 平成19年2月 専務執行役員 
 平成19年4月 専務執行役員技術・営業推進本部長 

 

前川
まえかわ

 統一郎
とういちろう

 取締役 

略歴 昭和56年4月 当社入社 
 平成9年6月 地盤環境エンジニアリング部長 
 平成11年4月 地盤環境エンジニアリング事業部長 
 平成12年4月 アドバンス事業本部地盤環境エンジニアリング事業部長 
 平成16年4月 執行役員地盤環境エンジニアリング事業部長 
 平成17年4月 執行役員環境ソリューション事業本部長 
 平成18年4月 常務執行役員環境ソリューション事業本部長 

 

久門
くもん

 哲雄
てつお

  取締役 

略歴 昭和58年4月 株式会社富士銀行（現みずほコーポレート銀行）入行 
 平成18年10月 日本アジアホールディングズ株式会社投資部部長 
 平成19年1月 当社執行役員経営本部副本部長 
 平成19年4月 執行役員経営企画室長 

 

吉川
よしかわ

 正嗣
まさつぐ

 取締役 

略歴 昭和54年4月 当社入社 
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 平成12年4月 関西事業本部事業企画部長 
 平成13年4月 空間IT事業本部事業企画部長 
 平成14年12月 国土空間サービス事業本部空間情報サービス技術本部 

国土空間情報推進部長 
 平成15年4月 国土空間事業本部空間情報技術本部国土空間情報部長 
 平成16年4月 空間情報事業本部国土空間情報部長 
 平成17年4月 経営企画室事業企画担当部長 
 平成18年4月 執行役員事業推進本部長 
 平成19年4月 執行役員事業開発本部長 

 

山下
やました

 哲生
てつお

 取締役 

略歴 昭和53年 大蔵省入省 
 昭和56年 野村證券株式会社入社 
 平成9年 山一證券香港現地法人（現 京華山一證券国際） 

代表取締役社長兼CEO 
 平成10年 Japan Asia Holdings Limited（香港）代表取締役 
 平成13年 日本アジアホールディングズ株式会社代表取締役 
 平成17年 同社取締役会長（現任） 
 平成18年12月 当社非常勤顧問 

 

任
じぇん

 錫文
しぇくぶん

 取締役 

略歴 昭和45年～平成14年 Ernst & Young, Singapore 
 平成15年 Senior Adviser, Ernst & Young, Singapore 

Sole Proprietor, Jen Shek Voon, PAS 
Chairman, Board of Advisers, Equity Ventures 
International Holdings Limited 

 
６．新任監査役候補者の略歴（6月26日付） 

有働
うどう

 達夫
たつお

 常勤監査役 

略歴 昭和49年 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 
 平成15年5月 当社経営企画本部担当部長 
 平成16年4月 執行役員経営企画本部副本部長兼経営企画本部経営企画部長 
 平成17年4月 執行役員管理本部長   
 平成18年4月 執行役員コンプライアンス統括室長 
 平成18年11月 執行役員内部監査室長 

 

前田
まえだ

 博
ひろし

 監査役 

略歴 昭和56年4月 弁護士登録、小松友常法律事務所入所 
 昭和60年7月 富田金澤法律事務所入所 
 昭和63年8月 三井安田法律事務所入所 
 平成16年10月 西村ときわ法律事務所入所 
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泊
とまり

 昌之
まさゆき

 監査役 

略歴 平成8年4月 弁護士登録、さくら共同法律事務所入所 
 平成18年6月 さくら共同法律事務所パートナー就任 

 
７．持株会社「国際航業ホールディングス株式会社」設立後の当社の役員体制 
当社は、「株式移転による持株会社設立に関するお知らせ」で別途お知らせしている通り、平成19年
5月18日開催の取締役会において、平成19年6月26日開催予定の当社定時株主総会における承認決議
等所要の手続きを経た上で、株式移転の方法により、国際航業ホールディングス株式会社を設立するこ

とを決議しました。これと同時に、持株会社の設立を予定している平成19年10月１日以降の当社の取
締役、監査役についても、平成19年10月１日開催予定の当社臨時株主総会に付議することを決議しま
したのでお知らせします。 
 
(１) 代表取締役の異動（10月1日付） 
【新役位等】 【氏 名】 【現職務】 

代表取締役社長 前川
まえかわ

 統一郎
とういちろう

 常務執行役員環境ソリューション事業本部長 

（注）平成19年6月26日開催予定の定時株主総会の新任取締役候補者です。 
（注）平成19年10月1日開催予定の臨時株主総会終結後の取締役会にて正式に決定いたします。 
 
(２) 新任取締役候補者（10月1日付） 
【新役位等】 【氏 名】 【現職務】 

取締役 酒井
さかい

 晴史
せいじ

 執行役員西日本事業本部長 

取締役 南
みなみ

 義彦
よしひこ

 執行役員東日本事業本部長 

取締役 土方
ひじかた

 聡
さとし

 執行役員防災事業本部長 

取締役 中原
なかはら

 修
おさむ

 東日本事業本部副本部長 

（注）平成19年10月1日開催予定の臨時株主総会および終結後の取締役会にて正式に決定いたします。 
 
(３) 辞任による退任予定取締役 

代表取締役社長 田二谷 正純 
（国際航業ホールディングス株式会社代表取

締役社長に就任予定） 

取締役 久門 哲雄 
（国際航業ホールディングス株式会社取締役

に就任予定） 

取締役 吉川 正嗣 
（国際航業ホールディングス株式会社取締役

に就任予定） 

取締役 岩垂 重雄 
（国際航業ホールディングス株式会社取締役

に就任予定） 

取締役 山下 哲生 
（国際航業ホールディングス株式会社取締役

に就任予定） 

取締役 任 錫文 
（国際航業ホールディングス株式会社取締役

に就任予定） 
（注）退任予定日は、平成19年10月1日です。 
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(４) 辞任による退任予定監査役 

常勤監査役 島田 隆幸 
（国際航業ホールディングス株式会社常勤監

査役に就任予定） 

監査役 前田 博 
（国際航業ホールディングス株式会社監査役

に就任予定） 
（注）退任予定日は、平成19年10月1日です。 

 
(５) 役員構成（10月1日付） 
【役位】 【氏 名】 
代表取締役社長 前川 統一郎 

取締役 小島 徹也 

取締役 大田 純一 

取締役 酒井 晴史 

取締役 南 義彦 

取締役 土方 聡 

取締役 中原 修 

常勤監査役 有働 達夫 

監査役 山本 忠彦 

監査役 泊 昌之 
 
(６) 新任取締役候補者の略歴（10月1日付） 

酒井
さかい

 晴史
せいじ

 取締役 

略歴 昭和60年4月 当社入社 
 平成7年2月 関西事業本部営業部神戸支店長 
 平成10年3月 関西事業本部大阪支店長 
 平成12年3月 関西事業本部近畿支店長 
 平成13年4月 執行役員技術サービス事業本部関西事業部長 
 平成14年4月 執行役員国土空間サービス事業本部営業本部関西支社長 
 平成16年4月 執行役員空間情報事業本部副本部長 
 平成17年4月 執行役員公共ビジネス事業本部長 
 平成18年4月 執行役員公共営業本部長 
 平成19年4月 執行役員西日本事業本部長 

 

南
みなみ

 義彦
よしひこ

 取締役 

略歴 昭和54年4月 当社入社 
 平成12年4月 九州事業本部総合技術部空間情報事業担当部長 
 平成12年9月 事業推進統括本部企画室長 
 平成13年4月 ミレニアム事業本部先端空間技術センター長 
 平成14年4月 国土空間サービス事業本部空間情報サービス技術本部 

空間計測統括部長 
 平成15年4月 国土空間事業本部空間情報技術本部空間計測統括部長 
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 平成16年4月 空間情報事業本部技術管理部長 
 平成17年4月 公共ビジネス事業本部空間情報統括部長 
 平成18年4月 技術本部空間情報統括部長 
 平成19年4月 執行役員東日本事業本部長 

 

土方
ひじかた

 聡
さとし

 取締役 

略歴 昭和60年4月 当社入社 
 平成16年5月 国土マネジメント事業本部技術管理部国土情報担当部長 
 平成18年4月 技術本部プロジェクト担当部長 
 平成19年4月 執行役員防災事業本部長 

 

中原
なかはら

 修
おさむ

 取締役 

略歴 昭和53年4月 当社入社 
 平成10年4月 九州事業本部福岡支店長 
 平成12年3月 東日本事業本部営業推進部長 
 平成13年4月 技術サービス事業本部東日本事業部事業企画部長 
 平成14年4月 国土空間サービス事業本部営業本部東日本営業部長 
 平成15年4月 国土空間事業本部営業本部東日本支社長 
 平成16年3月 空間情報事業本部九州支社長 
 平成17年4月 公共ビジネス事業本部東日本支社長 
 平成18年4月 公共営業本部東日本支社長 
 平成19年4月 東日本事業本部副本部長 

 
以上 


