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平成 22 年１月 27 日 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社 大 気 社

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  中 矢  義 郎

 （コード番号 1979 東証第１部）

問合せ先 取締役専務執行役員管理本部長

 櫻井 孝

 （TEL 03-3343-1401）

（URL http://www.taikisha.co.jp/）

 

代表取締役および取締役ならびに執行役員の異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成 22 年１月 27 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 

および取締役ならびに執行役員人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、取締役の就任は、本年６月下旬開催予定の第６５回定時株主総会において正式 

に決定される予定です。 

 

 

記 

 

 

１．代表取締役の異動 

 

（１）異動の理由 

   経営体制の一層の強化を図るため。 

 

（２）代表取締役予定者（平成 22 年４月１日付） 

新役職 現役職 氏 名 

代表取締役 社長執行役員 

 

取締役 常務執行役員 

社長付全社営業推進担当 

上西 栄太郎 

代表取締役 副社長執行役員 

 

取締役 副社長執行役員 

環境システム事業部長 

木村 傑 

代表取締役 副社長執行役員 

 

取締役 専務執行役員 

塗装システム事業部長 

上山 悟 

  

（３）代表取締役退任予定者（平成 22 年３月 31 日付） 

新役職 現役職 氏 名 

取締役 相談役 代表取締役 社長執行役員 

 

中矢 義郎 
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２．取締役の異動 

 

（１）取締役委嘱業務の変更（平成 22 年４月１日） 
 

新役職 現役職 氏 名 

取締役 常務執行役員 

塗装システム事業部長 

取締役 常務執行役員 

塗装システム事業部 副事業部長  

兼 技術統括部長 

橋本 記代司 

 

（２）新任取締役予定者（平成 22 年６月下旬予定） 
 

現役職 氏 名 

執行役員 環境システム事業部 技術企画部長 加藤 考二 

  

（３）取締役退任予定者（平成 22 年６月下旬予定） 
 

現役職 氏 名 

代表取締役 社長執行役員 中矢 義郎 

 

３．執行役員の異動 

 

（１）執行役員の役付及び委嘱業務の変更（平成 22 年４月１日付） 

新役職 現役職 氏 名 

常務執行役員 

環境システム事業部長 兼 技術企画部長

執行役員 

環境システム事業部 技術企画部長 

加藤 考二 

上席執行役員 

環境システム事業部 東京本店長 

上席執行役員 

環境システム事業部 東京第一支店長 

森谷 隆 

上席執行役員 

塗装システム事業部 設計・開発統括部長

上席執行役員 

塗装システム事業部 営業技術統括部長 

河原 悦男 

上席執行役員 

塗装システム事業部 海外統括部長 

上席執行役員 

塗装システム事業部 第一事業所長  

兼 東京事業所長 兼 九州営業所長 

齋藤 正明 

上席執行役員 

安全本部長 

上席執行役員 

環境システム事業部 東京第二支店長 

大塚 與志夫

上席執行役員 

塗装システム事業部 技術統括部長  

兼 調達管理部長 

執行役員 

塗装システム事業部 施工品質統括部長 

兼 購買部長 

小川 哲也 

上席執行役員 

塗装システム事業部 第三事業所長  

兼 オートメーション事業所長 

執行役員 

塗装システム事業部 

オートメーション事業所長 

上之段 良一

上席執行役員 

環境システム事業部 営業統括部長 

兼 営業推進室長 

執行役員 

環境システム事業部 営業統括部長 

兼 営業推進室長 

北本 昌之 

執行役員 

環境システム事業部 中部支店長 

執行役員 

環境システム事業部  

技術統括部副統括部長 

稲川 信隆 
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（２）新任執行役員（平成 22 年１月１日付） 
 

新役職 現役職 氏 名 

執行役員 

環境システム事業部 

Taikisha (Thailand) Co.,Ltd.社長 ※

環境システム事業部 

Taikisha (Thailand) Co.,Ltd.副社長 

佐藤 陽一郎 

  ※環境システム事業部 Taikisha (Thailand) Co.,Ltd.社長の就任は、平成 22 年 1月 20 日付 

 

（３）新任執行役員予定者（平成 22 年４月１日付） 
 

新役職 現役職 氏 名 

執行役員 

塗装システム事業部 海外統括部 

五洲大气社工程有限公司 総経理 

塗装システム事業部  

五洲大气社工程有限公司 総経理 

木村 光 

執行役員 

塗装システム事業部 第一事業所長 

兼 営業技術統括部 営業技術部長 

塗装システム事業部 営業技術統括部 

営業技術部長 

浜中 幸憲 

執行役員 

管理本部 副本部長 兼 総務部長 

管理本部 大阪管理部長 小谷 雅志 

執行役員 

環境システム事業部 大阪支社長 

環境システム事業部 大阪支店 

営業一部長 

吉田 省吾 

 

（４）執行役員退任予定者（平成 22 年３月 31 日付） 
 

現役職 氏 名 

上席執行役員 安全本部長 木村 幸治 

上席執行役員 管理本部 副本部長 佐野 充 

上席執行役員 環境システム事業部 大阪支店長 得居 莞治 

執行役員 塗装システム事業部 欧米統括部長 兼 欧米室長 出縄 正美 

執行役員 環境システム事業部 Taikisha (Thailand) Co.,Ltd. 山田 時男 

執行役員 環境システム事業部 中部支店長 今村 好則 
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≪新任代表取締役の氏名および略歴≫ 

 

氏    名  上西 栄太郎（うえにし えいたろう） 

生年月日  昭和２６年 １月１２日（満５９歳） 

最終学歴  昭和４９年 ３月 東京電機大学工学部機械工学科卒業 

略    歴  昭和４９年 ４月 当社入社 

平成１５年 ４月 環境設備事業部東北支店長 

平成１５年 ６月 取締役 

平成１７年 ４月 取締役環境設備事業部大阪支社長 

平成１９年 ４月 取締役上席執行役員環境システム事業部東京第一支店長 

平成２０年 ４月 取締役上席執行役員社長付経営企画担当 

平成２１年 ４月 取締役常務執行役員社長付全社営業推進担当 

現在に至る 

 

氏  名  木村 傑（きむら すぐる） 

生年月日  昭和１８年  ４月  ９日（満６６歳） 

最終学歴  昭和４１年  ３月  群馬大学工学部化学工学科卒業 

略    歴  昭和４１年  ４月  当社入社 

平成 ５年  ２月  TKS Industrial Company 取締役社長 

平成 ５年  ４月  塗装設備事業部営業部長・北米、中南米、EC圏、東京地区担当 

平成 ５年  ６月  取締役 

平成１０年１０月  取締役塗装設備事業部副事業部長 

平成１７年 ４月 購買本部長 

平成１７年 ６月 常務取締役 

平成１９年 ４月 取締役常務執行役員環境システム事業部副事業部長 

兼技術企画室長兼購買本部長 

       平成２１年 ４月 取締役副社長執行役員環境システム事業部長 

現在に至る 

 

氏  名  上山 悟（かみやま さとる） 

生年月日  昭和２２年１１月２０日（満６２歳） 

最終学歴  昭和４５年 ３月 群馬大学工学部化学工学科卒業 

略    歴  昭和４５年 ４月 当社入社 

平成１４年 ４月 塗装設備事業部技術統括部長 

平成１５年 ６月 取締役 

平成１７年 ４月 取締役塗装設備事業部長 

平成１７年 ６月 常務取締役 

平成１８年 ４月 常務取締役塗装設備事業部長兼営業統括部長 

平成１９年 ４月 取締役常務執行役員塗装システム事業部長 

平成２１年 ４月 取締役専務執行役員塗装システム事業部長 

現在に至る 

以 上 


