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平成 24 年２月 27 日 

各   位 

会 社 名  阪 和 興 業 株 式 会 社 

代表者名  代表取締役社長 古川 弘成 

（コード番号 8078  東証･大証第一部） 

問合せ先  秘書室長     佐藤 俊幸 

（TEL．０３－３５４４－２３８７ ） 

 

取締役及び執行役員人事に関するお知らせ 

 

平成 24 年４月１日を以って執行役員制度を導入することに伴い、本年４月１日付の取締役及

び執行役員の人事、並びに本年６月 28 日開催予定の定時株主総会に付議する予定の取締役に関

する人事について、次のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

（１） 取締役及び執行役員の管掌（平成 24 年４月１日付） 

氏 名 【新管掌】 【現管掌】 

北 修爾 代表取締役 会長（変更無し） 代表取締役 会長 

古川 弘成 代表取締役 社長（社長執行役員） 代表取締役 社長 

秋元 哲郎 取締役 副社長執行役員 

管理部門統轄 

専務取締役 

経理・財務・関連事業・情報システム・海外業務

室統轄 

川西 英夫 取締役 専務執行役員 

大阪本店長 

大阪鉄鋼・機械統轄 

常務取締役 

大阪鉄鋼・機械統轄 

西 吉史 取締役 専務執行役員 

燃料・舶用石油・化成品・木材・木材国際販売・

食品統轄 

常務取締役 

燃料・需給・化成品・木材・木材国際販売・食品・

エコビジネス開発室統轄 

芹澤 浩 取締役 専務執行役員 

東京厚板・鋼板販売・鋼板建材・鋼管販売・薄板・

条鋼建材第二・鉄構営業事業・プロジェクト開発・

流通販売・名古屋支社・北海道支店・東北支店・

新潟支店・北関東営業所・厚木営業所・水戸営業

所・静岡営業所統轄 

常務取締役 

東京厚板・鋼板販売・薄板ステンレス・鋼板建材

第一・鋼板建材第二・条鋼建材第二・鉄構営業・

プロジェクト開発・流通販売・名古屋支社・北海

道支店・東北支店・新潟支店・北関東営業所・厚

木営業所・水戸営業所・静岡営業所統轄 

海老原 弘 取締役 専務執行役員 

海外営業第一・海外営業第二・条鋼国際・貿易業

務管理・東京条鋼建材第一・製鋼原料事業・線材

特殊鋼・経営企画統轄 

常務取締役 

海外営業第一・海外営業第二・薄板国際・条鋼国

際・貿易業務管理・東京条鋼建材第一・製鋼原料・

線材特殊鋼・経営企画統轄 
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氏 名 【新管掌】 【現管掌】 

北 卓治 取締役 常務執行役員 

 

常務取締役 

法務審査・総務・地球環境室統轄 兼 ISO 環境管

理責任者 

小笠原 朗彦 取締役 常務執行役員 

非鉄金属・金属原料・ソーラーシリコン・特殊金

属統轄 

常務取締役 

非鉄金属・金属原料・ソーラーシリコン・特殊金

属統轄 

関 收 取締役（※）（変更無し） 取締役（※） 

藪下 史郎 取締役（※）（変更無し） 取締役（※） 

森口 淳宏 取締役 常務執行役員 

経理・財務・関連事業・情報システム・海外業務

室担当 

取締役 

経理・財務担当 

貝田 忠彦 取締役 常務執行役員 

大阪薄板第一・薄板第二・薄板第三・アルミステ

ンレス・線材特殊鋼・スチールサービス事業推進

担当 

取締役 

大阪薄板第一・薄板第二・自動車鋼材・アルミス

テンレス・線材特殊鋼・スチールサービス事業推

進担当 兼 薄板国際担当補佐 

江島 洋一 取締役 常務執行役員 

法務審査・人事・総務担当 

取締役 

法務審査・人事担当 

十川 直之 取締役 常務執行役員 

名古屋支社長 

静岡営業所担当 兼 全社製鋼原料事業担当 

取締役 

名古屋支社長 兼 静岡営業所担当 

加藤 恭道 取締役 常務執行役員 

大阪厚板・鋼板建材第一・鋼板建材第二・鋼板販

売・機械・木材・木材国際販売・中国支店担当 

取締役 

大阪厚板・鋼板建材第一・鋼板建材第二・鋼板販

売・機械・中国支店担当 

馬締 和久 取締役 執行役員 

 

取締役 

木材・木材国際販売・食品担当 

豊田 雅孝 取締役 執行役員 

中国総代表 兼 阪和貿易（上海）有限公司董事長

取締役 

中国総代表 兼 阪和貿易（上海）有限公司董事長

松岡 良明 取締役 執行役員 

燃料・舶用石油・化成品・食品担当 

取締役 

燃料・需給・化成品担当 

辻仲 弘明 取締役 執行役員 

大阪条鋼建材第一・条鋼建材第二・流通販売・プ

ロジェクト開発・九州支店・沖縄営業所担当 兼 大

阪製鋼原料事業・鉄構営業事業担当補佐 

取締役 

大阪条鋼建材第一・条鋼建材第二・製鋼原料・鉄

構営業・流通販売・プロジェクト開発・九州支店・

沖縄営業所担当 

口石 隆敏 取締役 執行役員 

東京条鋼建材第一・条鋼建材第二・条鋼国際・プ

ロジェクト開発・東北支店担当 兼 東京製鋼原料

事業担当補佐 兼 全社鉄構営業事業担当 

取締役 

東京条鋼建材第一・条鋼建材第二・製鋼原料・鉄

構営業・プロジェクト開発・流通販売・東北支店・

新潟支店・北関東営業所・厚木営業所・水戸営業

所担当 
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氏 名 【新管掌】 【現管掌】 

山辺 厚三 執行役員 

HANWA AMERICAN CORP. 社長 兼 ニューヨーク事務

所長 

理事 

東京食品担当 

岡田 和彦 執行役員 

情報システム・総務・地球環境室・文書管理室担

当 兼 ISO 環境管理責任者 

理事 

情報システム担当 

出利葉 知郎 執行役員 

非鉄金属・金属原料・ソーラーシリコン・特殊金

属担当 

理事 

非鉄金属・特殊金属担当 

倉田 泰晴 執行役員 

アジア地域支配人（アセアン・インド・中東） 兼 

阪和新加坡（私人）有限公司会長 

理事 

アジア地域支配人（アセアン・インド・中東）兼 

阪和新加坡（私人）有限公司会長 

長嶋 日出海 執行役員 

東京厚板・鋼板販売・鋼板建材・鋼管販売・流通

販売・北海道支店・新潟支店・北関東営業所・水

戸営業所・厚木営業所担当 

理事 

東京厚板・鋼板販売・鋼板建材第一・鋼板建材第

二・北海道支店担当 

（※）は、会社法に定める社外取締役です。 

 

（２） 退任予定取締役（平成 24 年６月 28 日付） 

取締役    北 卓治 （退任後、阪和流通センター東京株式会社、阪和流通センター 

常務執行役員         大阪株式会社、阪和流通センター名古屋株式会社、株式会社 

               ハローズ、株式会社阪和アルファビジネス各社の取締役会長 

               及び公益財団法人阪和育英会の副理事長に就任予定） 

取締役    馬締 和久 （退任後、顧問に就任予定） 

執行役員 

 

（３） 重任予定取締役（平成 24 年６月 28 日開催予定の定時株主総会に付議予定） 

現在の取締役 21 名のうち、退任予定の北 卓治氏及び馬締 和久氏以外の 19 名全員を

取締役の候補とする予定です。 

 

以  上 


