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平成24年5月15日 

各     位 
会 社 名 エア・ウォーター株式会社 
代表者名 代表取締役会長 青木 弘 

(コード：4088、東証・大証各第一部・札証) 

問合せ先 広報・ＩＲ室長 岸 貞行 
(TEL 06 － 6252 － 3966) 

 
 

組織変更並びに主要人事異動の件 
 
 
 平成24年6月28日付の組織変更並びに役員等の主要人事異動を以下の通り行います。 

 

記 

 

１．組織変更 

＜技術部門＞ 

総合開発研究所及び技術総括部の機能を分社し、「㈱エア・ウォーター総合開発研究所」を設立

する。 

 

＜カンパニー＞ 

（１）現行の７つのカンパニーを、「産業」「エレクトロニクス・ケミカル」「医療」「生活・エネル

ギー」の4つのカンパニーに再編する。 

（２）各カンパニーには、新技術・商品をもとにした新規市場開発を担う部署として、「市場開発

部」を新設する。 

（３）各カンパニー管理部は、「企画・管理部」とする。 

  （※上記（２）（３）は各カンパニー共通） 

（４）産業カンパニーには、「産業ガス関連事業部」「産業機材事業部」「海外事業部」「オンサイト

事業部」「コールケミカル事業部」を置く。 

（５）エレクトロニクス・ケミカルカンパニーには、「ファインケミカル事業部」「エレクトロニク

ス事業部」を置く。 

（６）産業カンパニーとエレクトロニクス・ケミカルカンパニーの傘下の共通事業部門として、「エ

ンジニアリング事業部」を置く。 

（７）医療カンパニーには、「医療サービス事業部」「医療ガス関連事業部」「医療安全部」を置く。 

（８）生活・エネルギーカンパニーには、「エネルギー関連事業部」「エネルギーソリューション事

業部」を置く。 
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＜地域事業部門＞ 

北海道支社長職を新設し、甲信越支社長職を廃止する。 

  北海道、東北、関東、中部、近畿、中・四国、九州の７つの地域事業会社社長は、地域事業の代

表者として、エア・ウォーター㈱の支社長職を兼務する。 

 

＜管理部門＞ 

（１）経営企画部の関係会社管理とＭ＆Ａ実行後のフォロー機能を分離し、「事業企画部」とする。 

 （２）経営企画部の海外事業関連の機能と海外室を統合し、「海外企画部」とする。 

 （３）経営戦略室を廃止する。 

 

 

２．主要人事異動 

（１）取締役の任免 

①新任 

  常務取締役 豊田 喜久夫  医療カンパニー長 

（現グループ執行役員 エア･ウォーター防災㈱代表取締役社長）   

    取締役   永田    實   関東支社長 関東エア･ウォーター㈱代表取締役社長 

（現常務執行役員 関東支社長 関東エア･ウォーター㈱代表取締役社長） 

    取締役   曾我部  康    北海道支社長 北海道エア･ウォーター㈱代表取締役社長 

（現北海道エア･ウォーター㈱代表取締役社長） 

    取締役   村上  幸夫   近畿支社長 近畿エア･ウォーター㈱代表取締役社長 

（現西村器械㈱代表取締役社長） 

 ②昇任 

  専務取締役 泉田  孝     営業・企画統括 

（現常務取締役 経営企画部・調達部担当） 

  常務取締役 松原 幸男    産業カンパニー長  

（現取締役 近畿支社長 近畿エア･ウォーター㈱代表取締役社長） 

 ③退任 

  専務取締役  平松 博久  〔監査役（常勤）就任〕 

  専務取締役  藤原 慶夫  〔顧問 就任〕 

  専務取締役  角谷   登    〔グループ執行役員 ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ･ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱代表取締役社長 就任〕 

  取締役    太田 房江  〔顧問 就任〕 

  取締役    堤   英雄   〔グループ執行役員 エア･ウォーター防災㈱代表取締役社長 就任〕 
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（２）取締役の担当変更 

  氏  名 新担当 現担当 

 代表取締役 

副会長 
豊田 昌洋 会長補佐 ＣＯＯ・最高業務執行責任者 

 
取締役   

副社長 
吉野  明 

技術統括 ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ NV㈱代表取締役

社長 ㈱ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ総合開発研究所 代

表取締役社長 

経営戦略室特命担当 総合開発研究

所担当 技術部門管掌           

ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ NV㈱代表取締役社長 

 
専務取締役 赤津 敏彦 生活・エネルギーカンパニー長 エネルギーカンパニー長 

 
専務取締役 藤田  昭 エレクトロニクス・ケミカルカンパニー長 ケミカルカンパニー長 

 
常務取締役 唐渡   有 経営管理担当 

経営管理部・経理部・システム部・ 

総務部担当 

 
取締役 町田 正人 経営企画担当 経営企画部長 経営企画部長  

 

 
取締役 南  良平 

エレクトロニクス・ケミカルカンパニー 

ファインケミカル事業部長 

ケミカルカンパニー 

ファインケミカル事業部長 

 
取締役 寺井 博 産業カンパニー オンサイト事業部長 海外室長 

 

（３）監査役の任免 

 ①新任 

   監査役（常勤）  平松 博久 （現専務取締役産業カンパニー長兼産業事業部長） 

監査役（非常勤） 高島 成光 （現共英製鋼㈱取締役相談役） 

 ②退任 

   監査役（常勤）  松本 正基 〔顧問 就任〕 

   監査役（非常勤） 石橋 太郎 〔顧問 就任〕 

 

（４）執行役員の任免 

 ①新任 

   執行役員 梶原 克己  東北支社長 東北エア･ウォーター㈱代表取締役社長 

              （現東日本エア･ウォーターエネルギー㈱代表取締役社長） 

   執行役員 山本 博昭  中部支社長 中部エア･ウォーター㈱代表取締役社長 

              （現東北支社長 東北エア･ウォーター㈱代表取締役社長） 

   執行役員 田中 良典  九州支社長 九州エア･ウォーター㈱代表取締役社長 

              （現大同エアプロダクツ・エレクトロニクス㈱代表取締役社長） 

   執行役員 都築 康彦  中･四国支社長 中国エア･ウォーター㈱代表取締役社長 

              （現中･四国支社長 中国エア･ウォーター㈱代表取締役社長） 

   執行役員 小林 幸雄  農業戦略部長 ㈱エア･ウォーター農園代表取締役社長 

              （現顧問） 
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②役付執行役員の変更 

現役付執行役員（専務・常務）を統合し、「上席執行役員」に名称変更する。 

  ③退任 

   専務執行役員 小野 正隆 〔顧問 就任〕 

常務執行役員 長谷川 雅之〔㈱エア･ウォーター総合開発研究所 取締役事業研究部長 就任〕 

常務執行役員 塩見 由男 〔エア･ウォーター･ハイドロ㈱代表取締役社長 就任〕  

   常務執行役員 永田  實 〔取締役 就任〕 

   執行役員   青木 寛治 〔㈱エア･ウォーター総合開発研究所 取締役担当部長 就任〕 

 

（５）執行役員の担当変更 

  氏  名 新担当 現担当 

上席 

執行役員 
高橋 俊一 

海外企画部長  

兼産業カンパニー 海外事業部長 
エレクトロニクスカンパニー長 

 

上席 

執行役員 
坂本 公昭 

産業カンパニー 

産業ガス関連事業部長 
オンサイトカンパニー長 

 

執行役員 千賀 喜昭 
産業カンパニー  

コールケミカル事業部長 

ケミカルカンパニーコールケミカル

事業部長 兼基礎化学品部長 

 

執行役員  白井 清司 
産業カンパニー  

産業機材事業部長 
産業カンパニー長付 

 

執行役員 波多野 和彦 事業企画部長 経営企画部経営企画担当部長 
 

 

（６）グループ執行役員の任免 

  ①新任 

   グループ執行役員 金澤 正博  ㈱日本海水代表取締役社長 

   グループ執行役員 角谷  登    ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ･ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱代表取締役社長 

   グループ執行役員 諏訪 晋一  エア･ウォーター･マッハ㈱代表取締役社長 

   グループ執行役員 堤   英雄  エア･ウォーター防災㈱代表取締役社長 

グループ執行役員 丸山 謙作  井上喜㈱代表取締役社長 

   グループ執行役員 川合  弘   エア･ウォーター・ゾル㈱代表取締役社長 

グループ執行役員 湊   哲則   タテホ化学工業㈱代表取締役社長 

②退任 

   グループ執行役員 豊田 喜久夫 〔常務取締役 就任〕   

 

（７）グループ執行役員の担当変更 

  氏  名 新担当 現担当 

グループ 

執行役員 
有田 英治 

エア･ウォーター･ベトナム㈱ 

代表取締役社長 

ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ･ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 

代表取締役社長 
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（８）部門長等の人事異動 

氏  名 新役職 現役職 

松林 良祐 エンジニアリング事業部長 産業カンパニー 管理部 

松山 岳之 
エレクトロニクス・ケミカルカンパニー  
エレクトロニクス事業部長 大同ｴｱﾌﾟﾛﾀﾞ
ｸﾂ･ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ㈱代表取締役社長 

エレクトロニクスカンパニー        
技術部長 大同ｴｱﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ･ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ㈱ 
兼務出向（取締役） 

樋口  貴哉 医療カンパニー 医療サービス事業部長 斎藤医科工業㈱代表取締役社長 

米田 勝明 医療カンパニー 医療ガス関連事業部長 
中部支社長 中部エア・ウォーター㈱代表
取締役社長 

村上 栄一 
生活・エネルギーカンパニー       
エネルギー関連事業部長 

エネルギーカンパニー 業務推進部長 

小玉 尚広 
生活・エネルギーカンパニー       
エネルギーソリューション事業部長    
兼市場開発部長 

エネルギーカンパニー         
エネルギーソリューション部長 

中村 英己 産業カンパニー 市場開発部長 
産業カンパニー  
産業事業部 プラントガス部長 

長井 弘行 
エレクトロニクス･ケミカルカンパニー 
市場開発部長         

総合開発研究所 
ケミカル開発センター長 

馬場 秀運 医療カンパニー 市場開発部長 総合開発研究所 医療研究室長 

 
（９）関係会社代表者の人事異動 

氏  名 新役職 現役職 

塩見 由男 
エア･ウォーター･ハイドロ㈱ 
代表取締役社長 

常務執行役員 
産業カンパニー ウェルディング事業部長 

三上 正記 西村器械㈱代表取締役社長 
医療カンパニー 医療機器部長 
兼医療機器センター長 

 
（１０）㈱エア･ウォーター総合開発研究所の役員人事（常勤） 

氏  名 新役職 現役職 

長谷川 雅之 
㈱エア･ウォーター総合開発研究所  
取締役 事業研究部長 

常務執行役員 
総合開発研究所副所長 機械装置・プロセ
ス技術担当 

青木 寛治 
㈱エア･ウォーター総合開発研究所  
取締役 担当部長 

執行役員 
総合開発研究所 ＮＶ開発担当 

関根 正裕 
㈱エア･ウォーター総合開発研究所  
取締役 技術総括部長 

経営企画部 担当部長 

田中 耕治 
㈱エア･ウォーター総合開発研究所  
取締役 コーポレート研究部長 

神鋼ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ･ｸﾗｲｵﾌﾟﾗﾝﾄ㈱取締役 

 

以上 


