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平成 23年 10月３日 
各  位 

会社名  サノヤスホールディングス株式会社 
代表者名  代表取締役社長 上田 孝 
（コード番号 7022 大証一部） 
問合せ先  取締役常務執行役員 大屋 雄次 
（電話番号  06-4803-6161） 

 
 

組織再編に伴う役員及び部長人事に関するお知らせ 
 
 
当社は本日開催した取締役会において、当社グループの組織再編に伴う役員及び部長人

事に関して、下記の通り決定しましたのでお知らせします。 
なお、組織再編の詳細については、本日付「組織再編に関するお知らせ」を参照くださ

い。 
 

記 
 
１．サノヤスホールディングス株式会社 
（＊）は、サノヤス・ヒシノ明昌における地位・役職からの実質的な異動を示します。 

 
（１） 役員人事（平成 23年 10月３日付） 

代表取締役会長 落合 諒 

代表取締役社長 上田 孝 

（執行役員）   

副社長執行役員 伊藤 隆章 

  社長補佐（技術担当） 

代表取締役 森本 武彦 

副社長執行役員 社長補佐（経理部担当兼レジャーグループ担当）（＊） 

取締役（＊） 中道 保信 

  山田工業㈱ 代表取締役社長（現任） 

取締役 竹原 久雄 

専務執行役員 東京支社長 
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取締役 浅間 成人 

専務執行役員 企画部担当兼サービス事業グループ担当（＊） 

取締役（＊） 白神 敬治 

 平成 24 年１月４日以降 

サノヤス・ライド㈱ 代表取締役社長（＊） 

取締役 大屋 雄次 

常務執行役員 総務人事部担当兼内部統制推進部担当 

取締役 悦勝 三次 

常務執行役員 資材担当（＊） 

取締役 篠原 照夫 

常務執行役員 陸上グループ担当（＊） 

取締役 北川 治 

執行役員 経理部副担当兼企画部副担当兼経営戦略室長 

執行役員 小宮 守 

  企画部副担当（システム）（＊） 

常勤監査役 荻野 繁之 

常勤監査役 桐野 恭至 

監査役 森  薫生 

監査役 平野豊三郎 

 
（２） 部長人事（平成 23年 10月３日付） 
総務人事部長 田辺 卓之 

総務人事部総務室長（＊） 田代 昌利 

総務人事部人事室長（＊） 坂根  誠 

総務人事部法務室長（＊） 津村 好英 

経理部長 池田 浩二 

企画部長兼技術支援室長兼資材支援室長（＊） 宮武 宏二 

企画部経営管理室長（＊） 多田  勤 

企画部システム企画室長（＊） 黒龍 英之 

陸上統括室長（＊） 岡田 祐司 

内部統制部長（＊） 岡野 博明 

東京支社総務部長 大倉 正伸 
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２．サノヤス造船株式会社 
（＊）は、サノヤス・ヒシノ明昌における地位・役職からの実質的な異動を示します。 
 
（１） 役員人事（平成 24年１月４日付） 

代表取締役会長 落合 諒 

代表取締役社長 上田 孝 

（執行役員）   

副社長執行役員 伊藤 隆章 

  社長補佐（技術開発本部担当兼設計本部担当） 

代表取締役 森本 武彦 

副社長執行役員 社長補佐（経理部担当） 

代表取締役 竹原 久雄 

専務執行役員 船舶営業本部長 

代表取締役 浅間 成人 

専務執行役員 企画部担当兼プラント事業部担当（＊） 

取締役 大屋 雄次 

常務執行役員 総務人事部担当兼総務人事部長 

取締役 悦勝 三次 

常務執行役員 資材部担当（＊） 

取締役（＊） 山本 周平 

常務執行役員 技術開発本部長 

取締役（＊） 衛藤 博司 

常務執行役員 水島製造所長（＊） 

取締役 北川 治 

執行役員 経理部副担当兼企画部副担当兼経営戦略室長 

執行役員 

 

国原 康信 

プラント事業部長（＊） 

執行役員 村上美紀雄 

  水島製造所施設部長 

執行役員 小宮 守 

  企画部副担当（システム）（＊） 

執行役員 前野 嘉孝 

  設計本部長 

執行役員 布施 俊博 

  船舶営業本部新造船営業部長 

執行役員 松本 裕之 

  水島製造所副所長兼水島製造所管理部長 
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執行役員（＊） 田辺 卓之 

  水島製造所副所長（＊） 

常勤監査役 荻野 繁之 

常勤監査役 桐野 恭至 

監査役 森 薫生 

監査役 平野豊三郎 

 
（２） 部長人事（平成 24年１月４日付） 
総務人事部総務室長（＊） 田代 昌利 

総務人事部人事室長（＊） 坂根  誠 

総務人事部法務室長（＊） 津村 好英 

経理部長 池田 浩二 

企画部長（＊） 宮武 宏二 

企画部経営管理室長（＊） 多田  勤 

企画部システム企画室長（＊） 黒龍 英之 

資材部長 伊達 章人 

船舶営業本部マリン営業部長（＊） 金丸 啓二 

技術開発本部技術開発部長 藤井 康成 

設計本部船舶設計部長 中藤 達志 

水島製造所総務部長 岡本  明 

水島製造所工作部長 谷口  武 

大阪製造所長兼製造部長（＊） 春木 元伊 

大阪製造所総務部長 松本 景介 

プラント事業部営業部長 横佐古敬紀 

プラント事業部技術部長兼工事部長 小笠原俊之 

 
  



5 
 

３．サノヤス建機株式会社 
（＊）は、サノヤス・ヒシノ明昌における地位・役職からの実質的な異動を示します。 
 
（１） 役員人事（平成 24年１月４日付） 

代表取締役社長（＊） 藤岡 和紀 

常務取締役（＊） 田渕 輝佳 

  東京テクノセンター長 

取締役 大屋 雄次（サノヤスホールディングス㈱取締役） 

監査役（＊） 宮武 宏二（サノヤスホールディングス㈱企画部長） 

 
（２） 部長人事（平成 24年１月４日付） 
管理部長（＊） 足利 正広 

営業部長 川崎 祐幸 

技術部長（＊） 杉原 茂樹 

 
 
 
４．サノヤス・エンジニアリング株式会社 
（＊）は、サノヤス・ヒシノ明昌における地位・役職からの実質的な異動を示します。 
 
（１） 役員人事（平成 24年１月４日付） 

代表取締役社長 石橋 健一（現任） 

常務取締役 近藤 隆 （現任） 

  管理部長 

常務取締役（＊） 橋本 義文 

  経理部長（＊） 

監査役 貴田 芳夫（現任） 

 
（２） 部長人事 
営業部長 山岡  肇  

アフターサービス部長兼技術部長 三原 和夫 
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５．サノヤス・ライド株式会社 
（＊）は、サノヤス・ヒシノ明昌における地位・役職からの実質的な異動を示します。 

 
（１） 役員人事（平成 24年１月４日付） 

代表取締役社長（＊） 白神 敬治 

常務取締役（＊） 小島 孝夫 

常務取締役（＊） 橋本 義文 

  経理部長（＊） 

取締役（＊） 前田 勉 

監査役（＊） 宮武 宏二（サノヤスホールディングス㈱企画部長） 

 
（２） 部長人事（平成 24年１月４日付） 
管理部長（＊） 佐藤 正志 

営業部長 竹内 啓祐 

設計部長（＊） 福原 和光 

工事部長（＊） 秋山 守雄 

 
 
 
６．サノヤス・ライドサービス株式会社 
（＊）は、サノヤス・ヒシノ明昌における地位・役職からの実質的な異動を示します。 

 
（１） 役員人事（平成 24年１月４日付） 

 
（２） 部長人事（平成 24年１月４日付） 
営業部長 岩永 厚博 

 
以 上 

代表取締役社長 前田 勉 （現任） 

取締役（＊） 白神 敬治 

取締役（＊） 小島 孝夫 

監査役（＊） 橋本 義文 


