
              平成 19 年 5 月 22 日 
各  位 

会 社 名  宮地エンジニアリンググループ株式会社 
代表者名  代表取締役社長  縣  保 佑 

   （コード番号 ３４３１ 東証第一部） 
問合せ先  企画管理部長 山 本 真 司 

   （ＴＥＬ ０３－５６４９－０１１１） 
 

当社および当社子会社の代表取締役 
ならびに役員等の異動・組織改正に関するお知らせ 

 
 当社および当社子会社の株式会社宮地鐵工所ならびに宮地建設工業株式会社におきまして、次

のとおり代表取締役、役員等の異動・組織改正を内定しましたのでお知らせいたします。 
 
Ⅰ 宮地エンジニアリンググル－プ株式会社（平成 19 年 6 月 28 日付予定） 
１． 役員の異動 
 (1) 代表取締役の異動 
   代表取締役副社長        岩倉 健雄（現 取締役、宮地建設工業㈱ 
  （総務部、経理部、企画部管掌）          代表取締役社長） 

 
(2) 新任取締役候補 

   取締役             菅井 衛（現 宮地建設工業㈱専務取締役） 
                  （6 月 22 日付㈱宮地鐵工所取締役に就任予定） 
 
   取締役             小島 正明（現 総合財務部担当部長、㈱宮地

鐵工所執行役員経営企画本部

副本部長兼経理部長） 
                   （6 月 22 日付㈱宮地鐵工所取締役に就任予定） 
 

(3)  退任予定取締役 
現 取締役           宮地 達雄（同日付で監査役に就任予定） 
 
現 取締役           宮地 紀夫（同日付で顧問に就任予定） 
 

 
２． 監査役の異動 
 (1) 新任監査役候補 
   監査役             宮地 達雄（現 取締役、㈱宮地鐵工所代表取

締役専務取締役経営企画本部

長兼鉄構事業管掌） 
                   （6 月 22 日付㈱宮地鐵工所監査役に就任予定） 
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   監査役             大塚 正民（弁護士、公認会計士） 
  ＊同氏は会社法第２条第 16 号に規定する社外監査役候補です。 

 
(2) 退任予定監査役 

現 監査役           中島 善郎（退任） 
 
現 監査役           片山 英雄（退任） 

 
 
３． その他の異動 

    内部監査室長          小師 捷郎（現 総合財務部長、㈱宮地鐵工所 
                            執行役員（経営統合担当）） 
 

総務部長            越後屋 秀博（現 企画管理部担当部長、宮地

建設工業㈱取締役常務執行役

員管理本部長） 
 

    経理部長            小島 正明（現 総合財務部担当部長、㈱宮地

鐵工所執行役員経営企画本部

副本部長兼経理部長） 
                    （6 月 22 日付㈱宮地鐵工所取締役に就任予定） 
 
    企画部長            山本 真司（現 企画管理部長、㈱宮地鐵工所

経営企画本部企画部長） 
 
 
４． 組織改正 

・ 企画管理部を総務部に改称する。 
・ 総合財務部を経理部に改称する。 
・ 企画部を新設する。 
 
 

Ⅱ 株式会社宮地鐵工所（平成 19 年 6 月 22 日付予定） 
  
１．役員の異動 

(1) 代表取締役の異動 
現 代表取締役専務取締役      宮地 達雄 （同日付で監査役に就任予定） 

経営企画本部長兼               
鉄構事業管掌 
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   (2)  新任取締役候補 
取締役執行役員経営企画      小島 正明 （現 執行役員経営企画本部 

    本部長兼経理部長                  副本部長兼経理部長、宮地エ

ンジニアリンググル－プ㈱ 
                              総合財務部担当部長） 
 

取締役執行役員経営企画      百瀬 信一郎（現 執行役員経営企画本部 
    本部副本部長兼総務部長               総務部長） 
 
    取締役              菅井 衛  （現 宮地建設工業㈱専務取締役） 
 

(3) 役付昇格予定 
常務取締役常務執行役員      青田 重利 （現 取締役執行役員営業本部長 
営業本部長                       兼海外業務部長、宮地エンジ

ニアリンググル－プ㈱ 
取締役） 

（6 月 22 日付宮地建設工業㈱取締役に就任予定） 
 

(4) 退任予定取締役 
現 常務取締役常務執行役員    岡崎 快  （退任） 
  内部監査室長 

 
現 取締役執行役員        高橋 亘  （同日付で顧問に就任予定）  
（技術部門統括） 
 

 
２．監査役の異動 

(1) 新任監査役候補 
   監査役              宮地 達雄 （現 代表取締役専務取締役 
                             経営企画本部長兼鉄構 
                             事業管掌、宮地エンジニアリ

ンググル－プ㈱取締役） 
 

(2) 退任予定監査役 
現 常勤監査役          中島 善郎 （退任） 
 
現 監査役            三橋 郁雄 （退任） 
 
現 監査役            三浦 一雄 （退任） 
 
現 監査役            片山 英雄 （退任） 
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 株式会社宮地鐵工所は平成 19 年 6 月 22 日開催予定の定時株主総会で「監査役会の設置を廃

止する」旨の定款一部変更の件を付議しております。 
 
３．執行役員の異動 

(1) 新任執行役員 
執行役員             宮澤 永光（現 常任参与経営企画本部 
経営企画本部購買部長               購買部長） 
 
執行役員営業本部副本部長     飯塚 和通（現 常任参与営業本部副本部長 

（営業企画部担当）                （営業企画部担当）） 
 

(2) 退任執行役員 
現 執行役員営業本部副本部長   園城 博正（同日付で常任顧問に就任予定） 

（鉄構営業担当） 
 

(3) 担当の変更 
執行役員内部監査室長         小師 捷郎（現 執行役員(経営統合担当)、 

                             宮地エンジニアリング 
グル－プ㈱総合財務部長） 

（6 月 28 日付宮地エンジニアリンググループ

（株）内部監査室長に就任予定） 
 
 
Ⅲ 宮地建設工業株式会社（平成 19 年６月 22 日付予定） 
 
１． 役員の異動 

(1) 新任取締役候補 
  取締役              青田 重利（現 宮地エンジニアリンググル－

プ㈱取締役、㈱宮地鐵工所取

締役執行役員営業本部長） 
 
(2) 退任予定取締役 

現 取締役会長          縣 保佑（退任） 
 

現 取締役建設本部保全部・建築部 
  管掌 保全部長         臼田 秀男（退任） 

 
(3) 担当の変更 

専務取締役営業本部・工事本部管掌 菅井 衛（現 専務取締役） 
 
取締役常務執行役員工事本部長   波多野 孝（現 取締役常務執行役員 
兼安全品質部長                  建設本部長） 
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取締役工事本部副本部長兼     高橋 満博（現 取締役建設本部工事部部長） 

     工務部長 
 
  (4) 退任予定監査役 

現 監査役            中島 善郎（退任） 
 
現 監査役            安本 孝（退任） 

 宮地建設工業株式会社は平成 19 年 6 月 22 日開催予定の定時株主総会で「監査役会の設置を

廃止する」旨の定款一部変更の件を付議しております。 
 

 
２． 執行役員・顧問の異動 

(1) 新任執行役員 
執行役員 営業本部長         西垣 登 （現 理事建設本部建築部長） 
 
執行役員 営業本部副本部長      高橋 公生（現（株）宮地鐵工所工事本部 

兼工事本部副本部長             副本部長） 
兼営業本部関西支社長          

 
(2)  退任執行役員 

現 執行役員 建設本部関西支社長     山村 啓二（退任） 
 

(3) 担当の変更 
執行役員 工事本部計画部長      宮崎 好永（現 執行役員管理本部 
                         安全技術部長） 
 

(4) 新任顧問  
内部監査室長             小師 捷郎（現 宮地エンジニアリング 
                        グループ（株）総合財務部長、 

㈱宮地鐵工所執行役員 
（経営統合担当）） 

                  （6 月 28 日付宮地エンジニアリンググループ

（株）内部監査室長に就任予定） 
 

(5) 退任顧問 
現 内部監査室長           矢部 久雄 （５月 30 日付エム・ケイ・

エンジ（株）取締役に就任

予定） 
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３．その他の異動 
   参与 工事本部工事部長         吉川 公章（現 建設本部工事部長） 

技監 工事本部安全品質部ＩＳＯ担当部長 太田 武美（現 建設本部技監） 
   技監 工事本部工事部          伊藤 幹雄（現 建設本部関西支社 
      関西工事グループ               副支社長） 
   技監 工事本部工事部担当部長      鎌田 忠雄（現 建設本部土木部長） 

理事 営業本部営業一部長        三品 規夫（現 建設本部鉄道・ 
橋梁部長） 

   理事 営業本部営業二部長        清水 能理雄（現 建設本部建築部部長） 
 
 
４．組織改正 
 ・建設本部を営業本部、工事本部に分割する。 
 ・営業本部に営業一部、営業二部、関西支社を置く。 
 ・工事本部に計画部、工事部、工務部を置く。 
 ・管理本部安全技術部を安全品質部に改称し、工事本部に移管する。 
                                    以上 


