
 

 

平成 21 年 1 月 28 日 
各    位 

                 会 社 名 株 式 会 社 明 電 舎 
                     代 表 者 名 取 締 役 社 長 稲村 純三 

                                    （コード番号 6508） 
                        問い合わせ先 広報・ＩＲ部長   向 俊行 
                                     （電話 03-6420-8222） 

 
役員の異動及び機構改革に関するお知らせ 

 
 
当社は、平成 21 年 1 月 28 日開催の取締役会において、本年 4 月から現在策定中の新中期経

営計画を遂行するため、役員の異動及び機構改革を行うことを承認しましたのでお知らせします。 
 

記 
 
１．役員人事 
１）退任執行役員（3 月 31 日付）：  3 名 
２）新任執行役員（4 月 1 日付）：  2 名 

 ３）執行役員の重任（4 月 1 日付）：  10 名 
【参考資料】 

①４月 1 日時点の役員一覧：  29 名 
  ②新任執行役員の略歴：    2 名 
 

２．役員人事に伴う関連人事（4 月 1 日付） 
 

３．機構改革（4 月 1 日付） 
 

以上
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１．役員人事

１）退任執行役員（3 月 31 日付）：  ３名 
氏名 新（4 月 1 日以降） 現 

武藤 忠夫 
顧問 

明電舎統括（上海）商貿有限公司 董

事長 兼 総経理 

執行役員 

明電舎統括（上海）商貿有限公司 董事

長 兼 総経理 

粉奈 孝年 メックテクノ(株)専務取締役 

執行役員 

エンジニアリング事業本部 サービス

事業部長 

家田 雅晴 明電商事(株)代表取締役社長 
執行役員 

中部支社長 

 
２）新任執行役員（4 月 1 日付）：  ２名 

氏名 新 現 

大湊 茂夫 
執行役員 

回転機テクニカル本部長 
回転機事業部長 兼 回転機工場長 

森田 誠 
執行役員 

ものづくり改革本部長 兼 生産技術

部長 

品質・生産管理グループ長 

 
 

３）執行役員の重任（4 月 1 日付）：  10 名 
氏名 4 月 1 日付役職 

佐藤 信利 
燃料電池開発プロジェクトリーダー 兼 社会システ

ム事業部支配人  

佐藤 陽一 
電鉄プロジェクトリーダー 兼 社会システム事業部

支配人 

和地 彰 水・環境事業部長 

川島 源太郎 関西支社長 

諸関 憲一 エンジニアリング事業部長 

花村 俊広 人事・総務グループ長 兼 人事企画部長 

川口 容芳 装置テクニカル本部長 兼 重電機器部長 

水谷 嗣男 
社会システム事業部長 兼 電力変換事業戦略プロジ

ェクトリーダー 

山本 功一 動計・搬送システム事業部長 

三井田 健 経営企画グループ長 兼 経営企画部長 
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【参考資料】 
① 4 月 1 日時点の役員一覧 
                           
                                 ＊非常勤 

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 ＊  取締役 
（2 名） 的井 保夫 ＊ 

細谷 和男  常任監査役 
（2 名） 木村 澄雄  

藤井 豪夫 ＊ 監査役 
（2 名） 野崎 贊平 ＊ 

梶 文雄  

石原 金春  

山本 修二  
常務執行役員 

（4 名） 

窪田 篤  

佐藤 信利  

佐藤 陽一  

和地 彰  

川島 源太郎  

諸関 憲一  

花村 俊広  

川口 容芳  

水谷 嗣男  

山本 功一  

三井田 健  

大湊 茂夫  

執行役員 
（12 名） 

森田 誠  
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② 新任執行役員の略歴 
   
 

１．大湊
おおみなと

 茂夫
し げ お

 昭和 50 年 4 月 当社 入社 
   （昭和 26 年 7 月 19 日生）    平成 15 年 4 月  出向）ジャパンモータアンドジェネレー 
                          タ(株)兼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技術部長 
                     平成 18 年 4 月  出向）ジャパンモータアンドジェネレー 

  タ(株)太田工場長 
                      平成 20 年 9 月  回転機事業部長兼回転機工場長 
                   平成 21 年 4 月 執行役員回転機テクニカル本部長就任予

定 
      
 

２．森田
も り た

 誠
まこと

                     昭和 47 年 4 月  当社 入社 
   （昭和 27 年 1 月 14 日生）      平成 12 年 6 月  運輸部長 
                平成 15 年 4 月 資材部長 

                          平成 18 年 4 月  資材グループ長 
                               平成 19 年 10 月 品質・生産管理グループ長兼経営企画グ 

ループＭＡＰ推進室長 
                   平成 21 年 4 月 執行役員ものづくり改革本部長兼生産技 

術部長就任予定 
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２．役員人事に伴う関連人事（4 月 1 日付） 
 

氏名 新 現 

土井 俊幸 経営企画グループ 環境戦略部長 産業システム事業本部 情報通信事業

部 電子機器営業部長 
川村 貴保 経営企画グループ 知的財産部長 研究開発グループ 基盤技術研究所長 
北畑 弘行 海外事業統括部長 国際事業部 国際営業部長 
岩尾 雅之 海外事業統括部副部長 国際事業部 国際企画部長 
上野 一視 財務部長 財務グループ長 

鶴田 功 営業企画部長 営業企画グループ長 兼 営業企画部

長 
谷川 宜孝 資材部長 資材グループ長 
安保 輝久 ものづくり改革本部 企画管理部長 装置事業部 事業統括部長 

瀬尾 三郎 ものづくり改革本部 品質管理部長 品質・生産管理グループ 生産企画・品

質管理部長 
軸屋 節男 ものづくり改革本部 運輸部長 品質・生産管理グループ 運輸部長 

町村 忠芳 基盤技術研究所長 研究開発グループ長 兼 開発企画部

長 
恩田 寿和 基盤技術研究所 開発企画部長 経営企画グループ 知的財産部長 
山田 哲夫 製品開発本部長 製品開発グループ長  
森川 哲也 中部支社長 中国支社長 
田中 均 九州支店長 九州支社長 
池土 康治  北海道支店長 北海道支社長 
山藤 純 中国支店長 営業企画グループ支配人 
井原 茂樹 四国支店長 四国支店副支店長 

興梠 年男 静岡支店長 エンジニアリング事業本部 ｻｰﾋﾞｽ事業

部 北関東ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ長 
岸中 修二 海外システム事業部長 国際事業部長 
日高 治 海外システム事業部 海外営業部長 国際事業部 国際営業部副部長 
老久保 敦 海外システム事業部 海外技術部長 国際事業部 国際技術部主管技師 
池田 一秀 社会・環境事業統括部長 社会システム事業本部 事業統括部長 

松崎 庸一 社会システム事業部 電力・産業営業

部長 
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 

亀山 悟 社会システム事業部 電鉄・施設営業

部長 四国支店長 

田中 明 社会システム事業部 電力ソリューシ

ョン技術部長 
社会システム事業本部 電力・施設事業

部 電力ソリューション営業技術部長 

佐々木 信博 社会システム事業部 産業・施設技術

部長 
社会システム事業本部 変電ソリュー

ション技術部長 

渡邉 秀夫 社会システム事業部 電鉄技術部長 社会システム事業本部 電力・施設事業

部 電鉄営業技術部長 

松尾 隆之 社会システム事業部 電鉄技術部副部

長 国際事業部 国際技術部長 

本橋 昌幸 社会システム事業部 原子力ファシリ

ティ機器部長 
社会システム事業本部 電力・施設事業

部 原子力ファシリティ機器部長 

田中 哲司 社会システム事業部 コンピュータシ

ステム工場長 
装置事業部 コンピュータシステム工

場長 

富田 正己 水・環境事業部 営業部長 社会システム事業本部 環境・社会事業

部 営業部長 
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氏名 新 現 

横井 学 水・環境事業部 営業技術部長 社会システム事業本部 環境・社会事業

部 営業技術部長 

岩野 清行 水・環境事業部 エンジニアリング部

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長 

涛川 進 水・環境事業部 Ｏ＆Ｍ・ＰＦＩ推進

部長 
社会システム事業本部 環境・社会事業

部 Ｏ＆Ｍ・ＰＦＩ推進部長 
田中 功二 水・環境事業部 プラント建設部長 社会システム事業本部 工事事業部長 

秋屋 徹 コンポーネント事業部長 産業システム事業本部 電機システム

事業部長 
仁平 靖正 コンポーネント事業部 企画統括部長 産業システム事業本部支配人 

荒井 知彦 コンポーネント事業部 電動力応用事

業開発部長 製品開発グループ 製品開発部長 

若林 茂隆 コンポーネント事業部 ＥＶ事業開発

部長 

産業システム事業本部 電機システム

事業部 ＨＥＶプロジェクトＡｉｍｓ

106 プロジェクトリーダー 

安藤 保雄 コンポーネント事業部 キャパシタ事

業開発部長 
研究開発グループ 基盤技術研究所

キャパシタ開発部長 

新井 雅一 コンポーネント事業部 ＶＣ事業開発

部長 
産業システム事業本部 情報通信事業

部 ＶＣ事業推進部長 

新木 典壽 コンポーネント事業部 コンポーネン

ト営業部長 
産業システム事業本部 電機システム

事業部 電機システム営業部長 

今井 敏彦 コンポーネント事業部 電子機器工場

長 装置事業部 電子機器工場長 

田中 和之 動計・搬送システム事業部 企画統括

部長 産業システム事業本部 事業統括部長 

福長 英司 動計・搬送システム事業部 動計シス

テム営業部長 
産業システム事業本部 動力計測シス

テム事業部 営業部長 

藤原 勇 動計・搬送システム事業部 動力計測

システム工場長 
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 

村瀬 裕士 動計・搬送システム事業部 ロジステ

ィクス営業部長 
産業システム事業本部 電機システム

事業部 ロジスティクス営業部長 

桑高 隆 動計・搬送システム事業部 ロジステ

ィクス工場長 
産業システム事業本部 電機システム

事業部 ロジスティクス工場長 

安藤 敏彦 エンジニアリング事業部 企画統括部

長 
エンジニアリング事業本部 事業統括

部長 

五十嵐 亘 エンジニアリング事業部 関東サービ

ス部長 兼 サービス営業統括部長 
エンジニアリング事業本部 サービス

事業部 サービス営業統括部長 

浅野 重明 エンジニアリング事業部 サービス技

術統括部長 
エンジニアリング事業本部 中部サー

ビス事業部長 

秦 武史 エンジニアリング事業部 関西サービ

ス部長 
エンジニアリング事業本部 関西サー

ビス事業部長 

丸山 廣 エンジニアリング事業部 中部サービ

ス部長 

エンジニアリング事業本部 サービス

事業部 サービス技術統括部 技術サ

ービス第二部長 

柿崎 象一 エンジニアリング事業部 東北サービ

ス部長 
エンジニアリング事業本部 東北サー

ビス事業部長 
長谷川 親正 エンジニアリング事業部 装置部長 エンジニアリング事業本部 装置部長 

中嶋 克行 エンジニアリング事業部 電子装置部

長 
エンジニアリング事業本部 電子装置

事業部長 
平尾 真典 装置テクニカル本部 企画統括部長 装置事業部 事業統括部副部長 

岩園 辰郎 装置テクニカル本部 システム装置工

場長 
装置事業部 システム装置工場副工場

長 



氏名 新 現 

原 洋司 装置テクニカル本部 電力変換装置工

場長 
装置事業部 システム装置工場副工場

長 
中島 博志 回転機テクニカル本部 企画統括部長 回転機事業部 事業統括部長 

福沢 正之 回転機テクニカル本部 発電ソリュー

ション営業技術部長 
社会システム事業本部 発電営業技術

部長 

須藤 勇 回転機テクニカル本部 回転機システ

ム工場長 回転機事業部 回転機工場副工場長 

鉢呂 友康 出向）(株)甲府明電舎 産業システム事業本部 電機システム

事業部 産業技術部長 

澤田 龍一 北斗電工(株) 社会システム事業本部 電力・施設事業

部 電鉄・施設営業部長 

妹尾 利哉 明電メディアフロント(株)代表取締役

社長 
産業システム事業本部 情報通信事業

部長 
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３．機構改革（4 月 1 日付） 

 

 本年 4 月にスタートする新中期経営計画遂行の観点から組織を見直し、再編する。 

 

 １）スタッフ、プロジェクト、コストセンター（工場部門）、研究開発部門は「グル

ープ」、「プロジェクト」、「本部」、「部」、「研究所」とする。 

   ①ものづくり改革本部を新設し、各工場部門とともに生産力の強化を図る。 

   ②海外事業統括部を新設し、海外関係会社の最適配置・機能分担を図るとともに、

各営業部門の海外展開を支援する。 

 

 ２）支社・支店 

   ①関西及び中部を支社とし、本社に次ぐ重要な営業拠点と位置づける。 

   ②上記以外の拠点は支店とする。 

 

 ３）製品・事業分野の体制を変更し、６事業部を設けてプロフィットセンターとして 

の機能を置く。 

    ①海外システム事業部 

    ②社会システム事業部 

    ③水・環境事業部 

    ④コンポーネント事業部 

    ⑤動計・搬送システム事業部 

    ⑥エンジニアリング事業部 
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4 月 1 日付 組織表 
 

監査役室 
 

経営監査部 
 

経営企画グループ 
経営企画部 
広報・ＩＲ部 
環境戦略部 

 

知的財産部 
 

人事・総務グループ 
人事企画部 
総務・法務部 
太田事業所 
沼津事業所 

 

名古屋事業所 
 

海外事業統括部 
 

財務部 
 

営業企画部 
 

資材部 
 

ものづくり改革本部 
企画管理部 
生産技術部 
品質管理部 

 

運輸部 
 

基盤技術研究所 
 開発企画部 
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製品開発本部 
 

関西支社 
中部支社 

九州支店 
北海道支店 
東北支店 
北陸支店 
中国支店 
四国支店 
横浜支店 
北関東支店 
静岡支店 

 

東関東支店 
 

燃料電池開発プロジェクト 
 

電鉄プロジェクト 
 

電力変換事業戦略プロジェクト 
 

海外システム事業部 
海外営業部  
海外技術部 

 
社会・環境事業統括部 

 
社会システム事業部 

電力・産業営業部 
電鉄・施設営業部 
電力ソリューション技術部 
産業・施設技術部 
電鉄技術部 
原子力ファシリティ機器部 

 

コンピュータシステム工場 
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水・環境事業部 
営業部 
営業技術部 
エンジニアリング部 
Ｏ＆Ｍ・ＰＦＩ推進部 

 

プラント建設部 
 

コンポーネント事業部 
企画統括部 
電動力応用事業開発部 
ＥＶ事業開発部 
キャパシタ事業開発部 
ＶＣ事業開発部 
コンポーネント営業部 

 

電子機器工場 
 

動計・搬送システム事業部 
企画統括部 
動計システム営業部 
動力計測システム工場 
ロジスティクス営業部 

 

ロジスティクス工場 
 

エンジニアリング事業部 
企画統括部 
サービス営業統括部 
サービス技術統括部 
関東サービス部 
関西サービス部 
中部サービス部 
東北サービス部 
装置部 

 

電子装置部 
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装置テクニカル本部 
企画統括部 
システム装置工場 
電力変換装置工場 

 

重電機器部 
 

回転機テクニカル本部 
企画統括部 
発電ソリューション営業技術部 

 

回転機システム工場 
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