
 

平成 21 年 2 月 18 日 

各  位 

 

会 社 名 ： 株 式 会 社  日 本 航 空 

代表者：代表取締役社長 西松 遙 

(コード番号 9205 東・大・名各第１部) 

問い合わせ先：ＩＲ部長  西 和彦 

電話番号：（TEL（ 03） 5460-6600） 

 

役 員 人 事 に つ い て 

 

 

日本航空は、２００９年度の役員体制を別紙のとおり決定致しました。（一部の

人事は、今後開催予定の各社株主総会ならびに総会後の取締役会における承認を前

提とします。） 

 

 現在ＪＡＬグループは、航空需要の急激な低迷を受け、大幅な業績悪化に直面し

ています。このような中、２００９年度は当社にとって２０１０年度以降の本格的

な回復に向けた極めて重要な一年になると認識しており、新体制のもとで安全運航

の堅持、品質の向上ならびに諸改革の実行に、不退転の決意で取り組んで参ります。 

 

 今回の体制変更にあたっては、業務執行体制の一層の効率化、意思決定の迅速化

を目的として、役員配置の見直しを図りました。また、日本航空インターナショナ

ルにおける監査業務役員については、その役割を終えたと判断したことから、２０

０９年の定時株主総会の日をもって制度を廃止することと致しました。 

一方で、ＪＡＬグループ便の安全運航、定時性、サービス品質ならびに運営効率

の向上に向け、グループ内の連携を一層強化する観点から、グループ航空会社の社

長を新たに日本航空インターナショナルの執行役員とすることとしました。 

 

 なお、地区担当役員（大規模地方支店長）やグループ航空会社社長には、現業経験の蓄積が将来

の活躍に繋がることを期して、若手人材を積極的に登用することとしました。今後とも役員のみな

らずグループ内全体で若手人材の登用を推進し、人材育成の強化と組織活力の向上を図っていく考

えです。 

 

 ＪＡＬグループは、新しい役員体制のもとで全グループ社員の改革の原動力を結

集し、未曾有の危機の克服に向け、全力で取り組んで参ります。 

 

以上 

添付：役員名簿および担当業務一覧、略歴表 



 

2009年2月18日 

日 本 航 空 

 

取締役・執行役員および担当業務一覧（2009年4月1日以降） 

役 職 氏 名 担 当 業 務 

代表取締役社長   西松  遙 取締役会議長、グループCEO 

代表取締役副社長  繩野 克彦 社長補佐、空港プロジェクト担当、内部統制推進担当

代表取締役副社長  竹中 哲也 社長補佐、経営企画総括、CS推進担当 

代表取締役副社長  岸田 清 社長補佐、安全推進担当、地球環境担当 

常務取締役  安中 俊夫 労務担当 

常務取締役  齋藤 俊一 旅客営業担当 

常務取締役  芳賀 正明 整備担当 

取締役  平田 邦夫 貨物郵便担当 

取締役  金山 佳正 資金部担当、経理部担当、調達担当 

取締役（昇任）*  大島 敏業 空港担当 

取締役（新任）*  田村 千裕 運航担当 

取締役（新任）*  高橋 哲夫 経営企画室長 

取締役（新任）*  大村 裕康 客室担当 

取締役（非常勤・社外） 上條 清文  

取締役（非常勤・社外） 石原 邦夫  

専務執行役員（昇任） 三好  晉 法務担当、業務監理担当 

専務執行役員（昇任） 上原 雅人 広報部担当、秘書担当、企画業務担当 

執行役員 三井 宗幸 ITサービス企画担当 

執行役員 酒井 忠雄 安全推進副担当 

執行役員 森井 一郎 経営企画室副室長（中･長期戦略）、IR部担当 

執行役員 佐藤 学 経営企画室副室長（事業計画） 

執行役員（新任） 高橋 淑夫 人事担当、関連事業担当 

* 但し、田村千裕、大島敏業、高橋哲夫、大村裕康は2009年4月1日以降2009年定時株主総会日 

まで執行役員 

 

監 査 役（2009年4月1日以降） 

役 職 氏 名 

常勤監査役   石澤 照久 

常勤監査役  平元 日出雄 

常勤監査役（社外）  堀之内 博一 

監査役（社外）  松田 昌士 

監査役（社外）  鈴木 浩 

監査役（社外）  坂井 秀行 

以上 

＜退任役員について＞ 

・ 常務取締役の原藤輝男、取締役の広池君夫は 3 月末日付退任、4月 1 日より 6月末日まで日本航空顧

問就任予定。 

・ 取締役の来栖茂実、執行役員の西温朗は 3 月末日付退任、4 月 1日より日本航空インターナショナル

執行役員に専任。 



 
2009 年 2 月 18 日 
日本航空ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 

取締役・執行役員および担当業務一覧（2009年4月1日以降） 
役 職 氏 名 担 当 業 務 

代表取締役社長   西松 遙 取締役会議長、安全対策本部長、CS強化推進会議議長、企業風土 

改革推進委員会委員長、CSR委員会委員長、地球環境委員会委員長、

コンプライアンス・リスク管理委員会委員長 

代表取締役副社長  繩野 克彦 社長補佐、空港プロジェクト担当、内部統制推進担当 

代表取締役副社長  竹中 哲也 社長補佐、経営企画総括、CS推進本部長 

代表取締役副社長  岸田 清 社長補佐、安全推進本部長、ご被災者相談室長、企業風土改革推進 

担当、地球環境部担当 

常務取締役  安中 俊夫 労務部担当、健康管理室長 

常務取締役  齋藤 俊一 旅客営業本部長、アジア・オセアニア地区担当 

常務取締役  芳賀 正明 整備本部長 

取締役  平田 邦夫 貨物郵便本部長 

取締役  金山 佳正 資金部担当、経理部担当、調達部担当 

取締役（昇任）*  大島 敏業 空港本部長 

取締役（昇任）*  田村 千裕 運航本部長 

取締役（新任）*  高橋 哲夫 経営企画室長 

取締役（新任）*  大村 裕康 客室本部長 

取締役（非常勤・社外） 上條 清文  

取締役（非常勤・社外）   石原 邦夫  

専務執行役員（昇任）  三好  晉 法務部担当、業務監理部担当 

専務執行役員（昇任）  上原 雅人 広報部担当、秘書部担当、企画業務部担当、台湾交流推進部担当 

（兼）秘書部長 

常務執行役員（昇任） 上川 裕秀 旅客営業本部副本部長、東日本地区担当（兼）東京支店長 

常務執行役員（昇任） 西  温朗 米州支社長 

執行役員 加藤 高弘 中部地区担当（兼）名古屋支店長 

執行役員 岡田 祐二 欧州・中東地区支配人（兼）ロンドン支店長 

執行役員 三井 宗幸 ITサービス企画室長 

執行役員 高橋 淑夫 人事部担当、関連事業室長 

執行役員 酒井 忠雄 安全推進本部副本部長、総括安全補佐 

執行役員 須川 鐵朗 空港本部副本部長、羽田総務部担当（兼）東京空港支店長 

執行役員 森井 一郎 経営企画室副室長（中･長期戦略）、IR部担当 

執行役員 鈴木 克明 旅客営業本部副本部長 

執行役員 永田 順子 客室本部副本部長（兼）客室乗員サポート部長 

執行役員 来栖 茂実 （株）ジャルエクスプレス社長*** 

執行役員 田口 久雄 九州地区担当（兼）福岡支店長 

執行役員 安藤 勉 国際室長 

執行役員 山口 栄一 西日本地区担当（兼）大阪支店長 

執行役員 今城 義夫 オペレーションコントロールセンター長 

執行役員 福島 進 空港本部副本部長、成田地区担当、成田総務部担当（兼）成田空港支店長

執行役員 齋藤 隆 整備本部副本部長（兼）整備企画室長 

執行役員 佐藤 学 経営企画室副室長（事業計画） 

執行役員（新任） 佐藤 信博 整備本部副本部長 

執行役員（新任） 西川 建人 運航本部副本部長（兼）運航企画室長 

執行役員（新任） 池田 博 （株）ジャルウェイズ社長** 

執行役員（新任） 大西 賢 日本エアコミューター（株）**** 

執行役員（新任） 横田 恵三郎 中国地区担当（兼）ペキン支店長 

執行役員（新任） 西  和彦 東日本地区副担当（兼）東京支店 副支店長（兼）法人センター長 

執行役員（新任） 清水 佳人 北海道地区担当（兼）札幌支店長 

執行役員（新任） 山村 毅 （株）ジェイエア社長** 

* 但し、田村千裕、大島敏業、高橋哲夫、大村裕康は2009年4月1日以降2009年定時株主総会日まで執行役員 

** 池田博、山村毅は各社株主総会・取締役会の承認を経て4月1日に社長就任予定。*** 但し、来栖茂実は当該社株主

総会・取締役会の承認を経て6月末に社長就任予定。****大西賢は4月1日に当該社の顧問に就任予定。 



 

 

 

監査役・監査業務役員（2009年4月1日以降） 

役 職 氏 名 

常勤監査役   石澤 照久 

常勤監査役  平元 日出雄 

常勤監査役（社外）  堀之内 博一 

監査役（社外）  松田 昌士 

監査役（社外）  鈴木 浩 

監査役（社外）  坂井 秀行 

監査業務役員  櫻  昭二 

監査業務役員  中岡 進 

 

＜退任役員について＞ 

・ 常務取締役の原藤輝男、取締役の広池君夫、常務執行役員の深田信、大西誠、執行役員の 

山崎寛、中島喜盛、奥田光雄、竹村勝重、鳥越靖司は 3 月末日付退任、4 月 1日より 6月末日まで日

本航空インターナショナル顧問就任予定。 

・ 監査業務役員の櫻昭二、中岡進は監査業務役員制度の廃止に伴い、2009 年定時株主総会の日をもっ

て退任予定。 

 

以上 



 

略 歴 表 
新任取締役 

氏名（生年月日） 略   歴 

高橋
たかはし

 哲夫
て つ お

 

（昭和26年1月27日生） 

昭和49年4月 日本航空㈱入社 

平成16年4月 ㈱ジャルセールス常務取締役 

平成17年4月 ㈱日本航空ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・㈱日本航空ｼﾞｬﾊﾟﾝ取締役 

平成18年6月 ジャルロイヤルケータリング㈱社長 

平成20年6月 ㈱ジャルパック社長 

大村
おおむら

 裕康
ひろやす

 

（昭和26年12月16日生） 

昭和49年4月 日本航空㈱入社 

平成15年10月 ㈱日本航空インターナショナル執行役員 

平成16年4月 ㈱日本航空インターナショナル取締役 

平成18年6月 日本航空生活共同組合理事長 

平成20年6月 ㈱ジャルウェイズ社長 

 

新任執行役員 

佐藤
さ と う

 信博
のぶひろ

 

（昭和25年10月13日生） 

昭和44年4月 日本航空㈱入社 

平成13年8月 羽田整備事業部機体整備部運航点検整備室長 

平成15年4月 羽田整備事業部機体整備部長 

平成18年4月 整備本部副本部長（兼）羽田整備事業部長 

平成19年4月 整備本部副本部長（兼）㈱JAL航空機整備東京社長 

西川
さいかわ

 建人
たつひと

 

（昭和22年9月15日生） 

昭和46年7月 日本航空㈱入社 

平成8年6月 運航業務部長 

平成13年6月  日本アジア航空㈱取締役業務部長 

平成14年6月 ㈱ジャルセールスネットワーク常務取締役 

平成16年6月 ㈱ジェイエア社長 

池田
い け だ

 博
ひろし

 

（昭和23年3月15日生） 

昭和47年4月 日本航空㈱入社 

平成12年4月 日本航空㈱執行役員 

平成14年6月 ㈱ジャルセールスネットワーク執行役員 

平成18年4月 ㈱ジャルエクスプレス副社長 

平成20年6月 ㈱JALビジネス社長 

大西
おおにし

 賢
まさる

 

（昭和30年5月19日生） 

昭和53年4月 日本航空㈱入社 

平成9年6月 経営企画室事業計画グループ 

平成13年4月 成田整備事業部生産計画グループ長 

平成14年12月 整備企画室部長 

平成19年4月 整備本部副本部長（兼）㈱JAL航空機整備成田社長 

横田
よ こ た

 恵三郎
けいざぶろう

 

（昭和30年7月1日生） 

昭和53年4月 日本航空㈱入社 

平成7年7月 ペキン支店ペキン営業所 

平成12年4月 経営企画室企画業務部 

平成14年6月 中国事業推進部 

平成18年4月 中国事業推進部長 

西
にし

 和彦
かずひこ

 

（昭和32年2月14日生） 

昭和55年4月 日本航空㈱入社 

平成9年10月 東京支店国際旅客販売部 

平成12年12月 国際旅客営業部 

平成15年10月 ㈱ジャルセールス九州支社（兼）JALナビア福岡 

平成17年4月 IR部長 



 

清水
し み ず

 佳人
よ し と

 

（昭和32年3月5日生） 

昭和55年4月 日本航空㈱入社 

平成7年8月 東京支店国際団体旅客販売部 

平成11年5月 客室業務部業務グループ長 

平成13年12月 労務部地上職グループ長 

平成16年4月 人事部長 

山村
やまむら

 毅
つよし

 

（昭和32年6月10日生） 

昭和55年4月 日本航空㈱入社 

平成10年12月 労務部給与企画グループ長 

平成12年7月 経営企画室e-JAL推進部 

平成16年6月 人材企画室部長 

平成18年4月 韓国地区支店長 

 


