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平成２０年２月１４日 

各  位 

                         会 社 名 新 日 本 空 調 株 式 会 社  
                          代表者名 代表取締役社長 岩﨑 彰宏 
                               （コード番号 １９５２  東証第１部） 
                問合せ先 総務部 法務課 
 Ｔ Ｅ Ｌ ０３（３６３９）２７００ 
 
 

経営組織の改編ならびに代表取締役の異動および役員等の人事に関するお知らせ 
  

当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり経営組織の改編ならびに代表取締役の異動およ

び役員等の人事を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。 
 

記 

Ⅰ．経営組織の改編  

（平成２０年４月１日付） 

次期中期経営計画「新日空 Target Plan 2010」に掲げる基本課題としての「収益源の多様化」

および「現行事業領域の強化」を着実に実施していくために、「受注から完工に至る事業部門の一

貫責任体制の明確化」、「重層構造の平坦・簡素化」ならびに「事業部門へのサポート体制の明確化

と強化」を図るべく、以下のとおり経営組織の改編を行います。（新組織図：別紙のとおり） 

（１）産業施設事業部を事業本部とし、基本課題である「収益源の多様化」について、従来の産業

空調システムの施工にとどまらず、顧客に最適運転モード・予防保全のアドバイスや改正省エネ法

に基づくエネルギー使用状況報告書の代行事務等の支援事業を含む「環境に優しいエネルギー効率

運用事業」を全国規模で推進するとともに、当事業本部の中に当事業を行う環境エネルギー推進セ

ンターを新設する。 
（２）首都圏事業本部を廃止し、首都圏事業本部下の都市施設事業部とリニューアル事業部を統合

した「都市施設・リニューアル事業本部」を新設する。当本部ではもうひとつの基本課題である「現

行事業領域の強化」について、元施工案件はもとより、新設からリニューアルまでの継続した顧客

対応と一貫した品質管理体制を強化する。 
上記二つの事業本部を国内一般事業の推進本部と位置付け、首都圏事業本部として築き上げてきた

母艦機能や横串強化活動を継続進展させるために、両事業本部の担当役員として、事業本部統括担

当役員を配し、これにより、北海道から九州までの事業所の重点分野ごとの情報共有と品質管理体

制を強化し、事業部門の一貫責任体制を明確にする。 
（３）技術研究所を「技術開発研究所」に改称し、新設する技術戦略委員会において策定する「技

術戦略計画」に基づき、空気・水・熱を活用した将来の新技術の創造、開発を担うとともに、基礎

技術研究から事業化計画までを行う。 
（４）営業本部を廃止し、「事業推進統括本部」を新設する。当本部では「事業部門へのサポート

体制の明確化と強化」を図るとともに、担当役員として営業統括担当役員を配する。また、当本部

の中に「営業推進センター」（顧客開拓支援、三井グループ企業との連携強化や、全国展開顧客か

らの情報共有・水平展開を強化）、「応用技術推進センター」（「技術開発研究所」で生み出され事業

化計画が確定した新技術に関し、資本提携等の施策を活用し、専門業者と協働して事業化を行い、

事業部門への橋渡し役を担う）、「購買センター」（購買業務に関する母艦機能を継続進展させると

ともに、新たに積算標準業務も担う）をそれぞれ新設する。 
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Ⅱ．代表取締役の異動  

１．異動の理由 

次期中期経営計画「新日空 Target Plan 2010」の達成に向け、経営体制の若返りを図り、一層の業績

向上とさらなる企業価値向上を目指します。 

２．代表取締役の異動 （平成２０年６月下旬） 

               （新役職）        （現役職）   

岡本 隆裕   代表取締役社長     常務取締役常務執行役員 

岩﨑 彰宏   取締役相談役      代表取締役社長   

３．新任代表取締役の略歴 

新 役 職 名  代表取締役社長 

氏名（よみがな）  岡本 隆裕 （おかもと たかひろ） 

出 身 地  大阪府 

最 終 学 歴  昭和４８年３月 大阪大学工学部電子工学科卒 

生 年 月 日  昭和２５年７月９日（５７歳） 

略 歴  昭和４８年 ４月 三井物産株式会社入社 

  平成１２年１０月 同 中部支社機械部長 

  平成１６年 ４月 同 プ ロジェクト本部中部機械・プロジェクト統括 

  平成１７年 ７月 同 機械・情報統括部内部統制オフィサー 

  平成１８年 ４月 当社 営業本部長付理事 

  平成１８年 ７月 同 常務執行役員営業本部副本部長 

  平成１９年 ６月 同 常務取締役常務執行役員経営企画本部長（現任） 

 

Ⅲ．役員人事  

（平成２０年６月下旬） 

１．昇格取締役 
専務取締役  荒井 伸 （現 常務取締役） 
常務取締役    夏井 博史（現 取締役）  

常務取締役  佐藤 明 （現 取締役） 

２．新任取締役候補 
常務取締役  塚原 光正（現 常務執行役員産業施設事業部長） 

３．新任監査役候補 
常勤監査役  陶浪 隆生（現 三井物産株式会社常務執行役員船舶・航空本部長） 
監査役    一宮 正寿（現 弁護士） 
陶波隆生、一宮正寿の両氏は会社法第２条第１６号に定める社外監査役候補者であります。 

４．退任予定取締役 
 専務取締役  守山 淳 （専務執行役員に専任予定） 
 常務取締役  島岡 秀幸（常務執行役員に専任予定） 

５．退任予定監査役 
 常勤監査役  野原 英俊（顧問に就任予定） 
 監査役    山田 直大 
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Ⅳ．執行役員人事  

１．昇格執行役員 
（平成２０年４月１日付） 

 常務執行役員  岡田 昇 （現 上席執行役員） 

 上席執行役員  早田 茂 （現 執行役員） 

（平成２０年６月下旬） 

 専務執行役員  荒井 伸 （現 常務執行役員）  
 常務執行役員  夏井 博史（現 上席執行役員） 

 常務執行役員  佐藤 明 （現 上席執行役員） 

２．新任執行役員 
（平成２０年４月１日付） 

執行役員    椛島 裕幸（現 九州支店長） 
執行役員    宇佐美威司（現 リニューアル事業部副事業部長） 
執行役員    板谷 政夫（現 新日空サービス株式会社常務取締役） 
執行役員    金石 正博（現 新日本空調工程（上海）有限公司総経理） 
執行役員    加藤 幸雄（現 海外事業部技術営業部長） 
執行役員    赤松 敬一（現 経営企画本部企画部長） 
執行役員    下元 智史（現 都市施設事業部営業一部長） 

３．退任執行役員 
（平成２０年３月３１日付） 

常務執行役員  小野 勲 （顧問に就任予定） 
上席執行役員  石川眞二郎（上席専門役に就任予定） 
執行役員    中川 英雄（新日空サービス株式会社特別顧問に就任予定） 

（平成２０年６月３０日付） 

 専務執行役員  岡部 昭 （顧問に就任予定） 
上席執行役員  三浦 邦夫（顧問に就任予定） 
 

Ⅴ．人事異動  

（平成２０年４月１日付）  
                （新役職）                 （現役職）    
髙橋 薫  専務取締役専務執行役員都市施設・     専務取締役専務執行役員 

リニューアル事業本部長（事業本部統括担当）首都圏事業本部長  

 夏井 博史 取締役上席執行役員事業推進統括本部長   取締役上席執行役員首都圏事業本部 
       （営業統括担当）             リニューアル事業部長 

林  利之 常務執行役員事業推進統括本部副本部長   常務執行役員営業本部副本部長 
      （中国現地法人担当）           （中国現地法人担当） 

塚原 光正 常務執行役員産業施設事業本部長      常務執行役員産業施設事業部長 
三浦 邦夫 上席執行役員技術開発研究所長       上席執行役員技術研究所長  

黒須 雅彦 上席執行役員都市施設・リニューアル    上席執行役員 
      事業本部副本部長             首都圏事業本部副本部長 
 



 4

                （新役職）                 （現役職）    
丸山 和秀 上席執行役員事業推進統括本部副本部長   上席執行役員海外事業部長 

（海外事業部担当）     

石井 直樹 上席執行役員都市施設・リニューアル    上席執行役員 
      事業本部副本部長             首都圏事業本部副本部長 

早田 茂  上席執行役員大阪支店長          執行役員大阪支店副支店長  
瀧上 峰明 執行役員事業推進統括本部副本部長     執行役員営業本部副本部長 
百本 暁生 執行役員事業推進統括本部副本部長     執行役員営業本部副本部長 

田町 賢一 執行役員事業推進統括本部副本部長兼    執行役員営業本部副本部長 
      営業推進センター長 

 宇佐美威司 執行役員都市施設・リニューアル事業本部  首都圏事業本部リニューアル事業部        
リニューアル事業部長           副事業部長 

 加藤 幸雄 執行役員海外事業部長           海外事業部技術営業部長 
赤松 敬一 執行役員経営企画本部副本部長       経営企画本部企画部長 

 下元 智史 執行役員都市施設・リニューアル事業本部  首都圏事業本部都市施設事業部 
       都市施設事業部長             営業一部長 

石川眞二郎 上席専門役都市施設・リニューアル     上席執行役員首都圏事業本部 
       事業本部副本部長             都市施設事業部長 

（平成２０年６月下旬） 

赤松 敬一 執行役員経営企画本部長          経営企画本部副本部長  
 

 以 上 

 



【 別　紙 】

新日本空調工程（上海）
有限公司

新日空サービス株式会社
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技術本部

原子力事業部

技術開発研究所

内部監査室

内部統制
プロジェクト室

産業施設事業本部

名古屋支店

大阪支店

中国支店

経営会議

東北支店

2008年4月1日付  組織図

（設立手続中）



【６月下旬開催予定株主総会日以降の取締役・監査役・執行役員体制】 
 

代表取締役社長          岡本 隆裕 

専務取締役専務執行役員 髙橋 薫 

専務取締役専務執行役員 荒井 伸 

常務取締役常務執行役員 山本 英幸 

常務取締役常務執行役員 夏井 博史                          

常務取締役常務執行役員 佐藤 明 

常務取締役常務執行役員 塚原 光正 

取締役相談役 岩﨑 彰宏 

 

常勤監査役      髙橋 勉 

☆ 常勤監査役 陶浪 隆生 

☆ 監査役 遠藤四男夫 

☆ 監査役  一宮 正寿 

  

専務執行役員 守山 淳 

常務執行役員 島岡 秀幸 

常務執行役員 林  利之 

常務執行役員 岡田 昇 

上席執行役員  黒須 雅彦 

上席執行役員  丸山 和秀 

上席執行役員  石井 直樹 

上席執行役員 龍見 文弘 

上席執行役員 片山 勝久 

上席執行役員 早田 茂 

執行役員 瀧上 峰明 

執行役員 百本 暁生 

執行役員 田町 賢一 

執行役員 三輪 正 

執行役員  椛島 裕幸  

執行役員  宇佐美威司 

執行役員 板谷 政夫 

執行役員 金石 正博 

執行役員 加藤 幸雄 

執行役員 赤松 敬一 

執行役員 下元 智史 
 
 
☆：社外監査役 




