
 
平成 20 年 4 月 28 日 

各   位 
会 社 名  株式会社 明  電  舎 
代表者名  取締役社長 片岡 啓治 
（コード番号 6508  東証第１部、 

大証第 1 部、名証第１部） 
問い合わせ先 

広報・ＩＲ部  向 俊行 
（電話 03-6420-8222） 

 
代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ 

 
 

当社は、平成 20 年 4 月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び

役員の異動を行うことを決議しましたのでお知らせします。 
 
 
１．取締役・監査役の異動 

 
１）代表取締役の異動（6 月下旬）：  2 名 

    当社グループの経営体制の若返りを図ります。 
氏名 新役職 現役職 

片岡 啓治 代表取締役会長 代表取締役社長 

稲村 純三 代表取締役社長 
取締役 兼 専務執行役員 
産業システム事業本部長 
兼 キャパシタ事業推進部長 

 
    異動の理由：当社グループの経営体制の若返りを図ります。 
     ※代表取締役社長候補者の略歴は別紙をご参照ください。 
 

２）新任監査役候補者（6 月下旬）：  3 名 
  

氏名 新役職 現役職 

木村 澄雄 常任監査役 社会ｼｽﾃﾑ事業本部 発電営業技術部長 

藤井 豪夫 監査役（非常勤） 信泉株式会社 代表取締役社長 

野崎 贊平 監査役（非常勤） 三井住友海上火災保険株式会社 
常任監査役 

     ※新任監査役候補者の略歴は別紙をご参照ください。 
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                                    ㈱明電舎 ２

３）退任予定監査役（6 月下旬）：  3 名 
  

氏名 現役職 退任後の予定 

真田 正 常任監査役 顧問 就任予定 

坪野谷 雅之 監査役（非常勤）  

渡辺 信之 監査役（非常勤）  

 
２．執行役員の異動 

 
１）執行役員の異動（5 月 1 日付）：  1 名 

氏名 新（5 月１日付） 現 

秋田 徹 執行役員 支配人 執行役員 
研究開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 兼 開発企画部長 

  
２）執行役員の担当部門の変更（6 月下旬）：  2 名 

氏名 新（6 月下旬以降） 現 

窪田 篤 
常務執行役員 
産業システム事業本部長 
兼 キャパシタ事業推進部長 

常務執行役員 
社会システム事業本部 
電力・施設事業部長 
兼 電力変換事業戦略ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ 

水谷 嗣男 

執行役員 
社会システム事業本部 
電力・施設事業部長 
兼 電力変換事業戦略ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ

執行役員 
社会ｼｽﾃﾑ事業本部 電力・施設事業部 
電力・産業営業部長 

  
 
３．役員の異動に関連する人事異動（5 月 1 日付）  5 名 
 

氏名 新（5 月１日付） 現 

町村 忠芳 研究開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 兼 開発企画部長 関西支社副支社長 兼 技術部長 

三谷 浩二 関西支社副支社長 兼 技術部長 社会システム事業本部 
環境・社会事業部 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部長 

岩野 清行 社会システム事業本部 
環境・社会事業部 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部長 

社会システム事業本部 
環境・社会事業部 
エンジニアリング部 副部長 

木村 澄雄 支配人 
※6 月下旬 常任監査役就任予定 社会ｼｽﾃﾑ事業本部 発電営業技術部長

福沢 正之 社会ｼｽﾃﾑ事業本部 発電営業技術部長 社会システム事業本部 
発電営業技術部 副部長 

 
以 上 
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（別紙１） 
 

新代表取締役社長候補者の略歴 
 

 
新役職名  代表取締役社長 
 
氏  名  稲村 純三（いなむら じゅんぞう） 
 
生年月日  昭和２３年４月２日生 
 
出身地   東京都 
 
最終学歴  昭和４６年 ３月  慶應義塾大学 工学部電気学科 卒業 
 
略  歴   昭和４６年 ４月  当社入社 

           平成 ９年 ６月 太田工場動力計測部長 
           平成１０年１０月  動力計測システム工場長 
           平成１５年 ６月  執行役員 

 産業システム事業本部動力計測システム事業部 
動力計測システム工場長 

           平成１６年 ６月 執行役員 
 産業システム事業本部動力計測システム事業部長 

           平成１８年 ４月 常務執行役員 
 産業システム事業本部動力計測システム事業部長 

           平成１９年 ４月 専務執行役員 産業システム事業本部長 
          平成１９年 ６月 取締役 兼 専務執行役員 産業システム事業本部長 
           平成２０年 ４月 取締役 兼 専務執行役員 産業システム事業本部長 

 兼 産業システム事業本部キャパシタ事業推進部長 
                    （現在に至る） 
           平成２０年 ６月 代表取締役社長 就任予定 

 
以 上 
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（別紙２） 
新任監査役候補者の略歴 

 
１）木村 澄雄（きむら すみお） 

新役職名  常任監査役 
生年月日  昭和２６年５月８日生 
最終学歴  昭和４９年３月  東京理科大学 工学部機械学科 卒業 
略  歴   昭和４９年 ４月  当社入社 

          平成１３年１０月 出向）ジャパンモータアンドジェネレータ株式会社 
          平成１５年 ４月  同社 太田工場長 兼 

当社 エネルギー事業本部 社会システム事業部 
回転機システム工場長 

平成１８年 ７月 当社 社会システム事業本部 発電営業技術部長 
                  （現在に至る） 
          平成２０年 ５月  当社 支配人就任予定 

      平成２０年 ６月 当社 常任監査役就任予定 
 
２）藤井 豪夫（ふじい ひでお） 

新役職名  監査役 
生年月日  昭和２３年１１月１２日生 
最終学歴  昭和４６年３月  京都大学 法学部 卒業 
略  歴   昭和４６年 ４月  住友信託銀行株式会社 入社 

          平成１０年 ６月 同行 取締役 資産運用部長 
          平成１１年 ６月  同行 執行役員 資産運用部長 

平成１２年 ２月 同行 執行役員 人事部長 
          平成１４年 ４月  同行 常務執行役員  

      平成１４年 ６月 同行 取締役 兼 常務執行役員 
         平成１６年 ６月 同行 取締役 兼 専務執行役員 
         平成１９年 ６月 信泉株式会社 代表取締役社長 
                  （現在に至る） 
         平成２０年 ６月 当社 監査役就任予定 
 
３）野崎 贊平（のざき さんぺい） 

新役職名  監査役 
生年月日  昭和１９年１月２９日生 
最終学歴  昭和４２年３月  東京大学 法学部 卒業 
略  歴   昭和４２年 ４月  住友海上火災保険株式会社 入社 

          平成 ６年 ６月 同社 取締役 大阪本社営業第一部長 
          平成 ９年 ６月  同社 常務取締役 システム企画部長 

平成１２年 ６月 同社 常務取締役 常務執行役員 
          平成１３年１０月  三井住友海上火災保険株式会社 
                  専務取締役 専務執行役員  

      平成１６年 ４月 同社 取締役副社長 執行役員副社長 
         平成１７年 ４月 同社 取締役 執行役員 
         平成１７年 ６月 同社 常任特別顧問 
         平成１８年 ６月 同社 常任監査役 
                  （現在に至る） 

平成２０年 ６月 当社 監査役就任予定 
以 上 
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＾＜参考資料＞ 
 

平成２０年６月下旬時点の役員一覧 
                                  

代表取締役会長 片岡 啓治  

代表取締役社長 稲村 純三  

加藤 正昭   
代表取締役副社長 

（２名） 佐藤 興輔  

杉山 博司  

鳥飼 健  

 
取締役 兼 専務執行役員 

(３名) 
 永井 紀安  

川上 哲郎 非常勤 取締役 
（２名） 的井 保夫 非常勤 

細谷 和男  常任監査役 
（２名） 木村 澄雄  

藤井 豪夫 非常勤 監査役 
（２名） 野崎 贊平 非常勤 

石原 金春  

山本 修二  
常務執行役員 
（３名） 

 
窪田 篤  

武藤 忠夫  

粉奈 孝年  

佐藤 信利  

佐藤 陽一  

家田 雅晴  

和地 彰  

川島 源太郎  

請関 憲一  

花村 俊広  

川口 容芳  

水谷 嗣男  

山本 功一  

執行役員 
（１３名） 

三井田 健  
 


