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代表取締役および役員異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成 21 年５月７日開催の取締役会において、代表取締役のほか、取締役および監査役の人

事を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、取締役および監査役の選任につきましては、平成 21 年６月 29 日に開催予定の第 83 回定時株

主総会において、また、取締役の役付および委嘱業務の変更ならびに常勤監査役の選定については、同

株主総会後に開催される取締役会、監査役会においてそれぞれ決議される予定です。 

 

記 

１．【取締役】 

①代表取締役の異動内容 

新役職名 氏  名 現役職名 異動日 

代表取締役副社長 岩下 壽夫 代表取締役専務取締役 

代表取締役専務取締役 五十嵐 敦 常務取締役 

代表取締役専務取締役 吉野 勇一 常務取締役 

 

平成 21 年６月 29 日付 

定時株主総会終結後 

 
②退任取締役 

氏  名 現役職名 異動内容 異動日 

岩舘 忠雄 

代表取締役副社長 

社長補佐、全社品質管理改善担

当、CTO 

取締役任期満了退任 

（当社会長付顧問に就任予定） 

野村 英雄 

代表取締役副社長 

社長補佐、全社伝承技術・技能

の管理・拡大担当、環境管理担

当、安全保障輸出管理担当 

取締役任期満了退任 

（当社特別顧問に就任予定） 

 

 

 

平成 21 年６月 29 日付 

定時株主総会終結時 

 

 

打越 光弘 
常務取締役 

鉄鋼事業部長 

常務取締役退任 

（日鋼商事株式会社代表取締役

社長に就任予定） 

 

平成 21 年５月 31 日付 

 



③新任取締役候補者 

新役職名 氏  名 現役職名 異動日 

取締役 早川  保 

専門役（役員待遇常務理事） 

室蘭製作所副所長、MR-21 推

進室（生産性・生産設備・工程

短縮／室員） 

取締役 水谷  豊 
理事 

横浜製作所長、NY 推進室長 

 

 

平成 21 年６月 29 日付 

定時株主総会終結時 

 

④昇格取締役（役付変更） 

新役付 氏  名 現役付 異動日 

常務取締役 田中 義友 取締役 

常務取締役 上原 誠市 取締役 

常務取締役 戸田 信之 取締役 

 

平成 21 年６月 29 日付 

定時株主総会終結後 

 

⑤新任取締役候補者を含む取締役委嘱業務変更 

氏  名 現委嘱業務 変更後委嘱業務 異動日 

岩下 壽夫 
安全衛生管理担当、人事教育

部担当、経理部担当、CFO 

社長補佐、安全衛生管理担

当、人事教育部担当、経理部

担当、CFO 

五十嵐 敦 

CSR・リスク管理担当、秘書

室担当、総務部担当、業務管

理部担当、地域開発事業部長 

社長補佐、CSR・リスク管理

担当、秘書室担当、総務部担

当、業務管理部担当、安全保

障輸出管理担当 

吉野 勇一 
製品戦略室担当、新製品・新

技術担当、研究開発本部長 

社長補佐、製品戦略室担当、

環境管理担当、研究開発本部

長、CTO 

田中 義友 成形機器システム事業部長 成形機器システム事業部長 

上原 誠市 特機本部長 特機本部長 

戸田 信之 
CSR・リスク管理副担当、

CISO、経営企画室長 

CSR・リスク管理副担当、

CISO、経営企画室長、地域

開発事業部長 

村尾 孝一 機械事業部長 機械事業部長 

村井 悦夫 
室蘭製作所長、MR-21 推進

室長 
鉄鋼事業部長、室蘭製作所長 

石堂 隆雄 
機械事業部副事業部長、広島

製作所長 
広島製作所長 

早川  保 ― 
室蘭製作所副所長、MR-21

推進室長 

水谷  豊 ― 横浜製作所長、NY 推進室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 21 年６月 29 日付 

定時株主総会終結後 

 

 



２．【監査役】 

①退任監査役 

氏  名 現役職名 異動内容 異動日 

田上 達郎 監査役 監査役任期満了退任 
平成 21 年６月 29 日付 

定時株主総会終結時 

 

②新任監査役候補者 

新役職名 氏  名 現役職名 異動日 

監査役 須藤 裕雄 ― 
平成 21 年６月 29 日付 

定時株主総会終結時 

   （注）須藤 裕雄氏は、会社法第２条第 16 号に定める社外監査役であります。 

 

３．代表取締役専務取締役に内定した常務取締役五十嵐 敦および同 吉野 勇一の略歴は、別紙のと

おりです。 

    
以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙） 

新役職名 代表取締役専務取締役 

氏  名 五十嵐 敦（いがらし あつし） 

生年月日 昭和２３年８月１７日生  

最終学歴 東京大学 （経済学部）卒 

略  歴 昭和４６年  ４月 株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行  

昭和６１年  ７月 同行 八重洲口支店次長 

 昭和６２年１０月 同行 融資調査部次長 

 平成 ２ 年  ４月 同行 営業本部営業融資第二部副部長 

 平成 ３ 年１０月 同行 東京審査第五部副部長 

 平成 ５ 年  ６月 同行 東京審査第四部副部長 

 平成 ６ 年  ６月 同行 審査第四部副部長 

 平成 ８ 年１０月 同行 日本橋営業部日本橋営業第一部長 

 平成１２年  ４月 株式会社日本製鋼所入社 

                  当社 専門役（役員待遇常務理事）、本社経理部長付 

 平成１３年  ４月 当社 経営企画室長 

 平成１３年  ６月 当社 取締役 

 平成１７年 ６月 当社 常務取締役（現任）、環境管理担当、CISO、経営管理部

長、地域開発事業部長（現任） 

 平成 1 ８年１１月 当社 CSR・リスク管理副担当 

平成 1 ９年 ６月    当社 経営企画室管掌、CSR・リスク管理担当（現任）、経営 

管理部担当 

平成２０年 ６月 当社 秘書室担当（現任）、総務部担当（現任）、業務管理部担

当（現任） 

  

新役職名 代表取締役専務取締役 

氏  名 吉野 勇一（よしの ゆういち） 

生年月日 昭和２１年８月１３日生  

最終学歴 大阪大学大学院（修士）卒 

略  歴 昭和４６年  ４月 株式会社日本製鋼所入社 

 平成 ３ 年  １月 当社 研究開発本部中央研究所部長 

 平成 ８ 年 ６月 当社 研究開発本部技術研究所長 

 平成１２年  ４月 当社 鉄鋼事業部企画部長 

 平成１２年  ７月 当社 理事  

 平成１３年  ４月 当社 経営企画室生産企画グループマネージャー  

 平成１４年  ５月 当社 成形機器システム事業部長 

 平成１５年  ６月 当社 取締役  

 平成１７年  ６月 当社 常務取締役（現任）、 

 平成２０年  ６月 当社 製品戦略室担当、（現任）、研究開発本部長（現任） 

平成２１年  ２月 当社 新製品・新技術担当（現任） 

 


