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平成 25 年 2 月 13 日 
各      位 

会 社 名  株式会社 ジャムコ 
代表者名  代表取締役社長 鈴木 善久 

（コード番号 7408 東証第 2 部） 
問合せ先  取締役経営企画部長 木村 敏和  

 （TEL．0422－31－6112） 
 

代表取締役の異動、取締役の異動、及び執行役員制導入に関するお知らせ 
 
当社は、本日開催の取締役会において、平成 25 年 6 月の定時株主総会、及びそれに引続いて行わ

れる取締役会にて決議されることを前提に、代表取締役の異動及び役員の異動について内定しました。

また、平成 25 年 6 月定時株主総会日付にて新たに執行役員制度を導入いたします。 
これら役員の異動、及び執行役員制の導入に向けて、平成 25 年 6 月定時株主総会日付新役員によ

る業務管掌、及びカンパニー・プレジデント、部長職等の人事異動については、平成 25 年 4 月 1 日

付にて実施することといたします。 
以上の内容について下記のとおりお知らせ致します。 

 
記 

 
１．代表取締役の異動（平成 25 年 6 月定時株主総会日付） 
（１）異動の理由 

経営体制の刷新による組織の活性化を図り、会社の更なる飛躍を期すものです。 
 
（２）新任代表取締役候補 

代表取締役 副社長執行役員 大倉 敏治 （現：専務取締役 経理部長） 

 
（３）昇格代表取締役候補 

代表取締役 副社長執行役員 河野 通秀 （現：代表取締役 専務） 

 
（４）退任予定代表取締役 

代表取締役 会長 寺田 修 （退任後取締役会長就任予定） 
代表取締役 副社長 佐久 文昭 （退任後顧問就任予定） 
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（５）新任代表取締役候補の氏名、経歴等 

氏名（よみがな） 大倉 敏治（おおくら としはる） 

生年月日 昭和 26 年 12 月 16 日生 

略歴 昭和 49 年 4 月 
平成 15 年 12 月 
平成 16 年 7 月 
平成 17 年 12 月 
平成 18 年 4 月 
平成 18 年 6 月 
平成 21 年 6 月 
平成 23 年 6 月 

㈱東京銀行入行 
当社入社、総務部担当部長 
総務部長 
経理部長 
理事経理部長 
取締役 
常務取締役 
専務取締役（現在） 

所有株式数 3,000 株（平成 24 年 9 月 30 日現在） 

就任予定日 平成 25 年 6 月定時株主総会日 

 
 
 
２．取締役の異動（平成 25 年 6 月定時株主総会日付） 
（１）新任取締役候補（平成 25 年 6 月定時株主総会日付） 

取締役（非常勤） 松本 茂伸 （現）伊藤忠商事㈱ 機械カンパニー 
プラント・船舶・航空機部門 
部門長代行 

 
（２）退任取締役（平成 25 年 6 月定時株主総会日付） 

専務取締役 床鍋 秀夫 （退任後顧問就任予定） 
常務取締役 杉浦 勝利 （退任後顧問就任予定） 
取締役 人事部長 小澤 発雄 （退任後執行役員就任予定） 
取締役 経営企画部長 木村 敏和 （退任後執行役員就任予定） 
取締役（非常勤） 夏目 憲一 （平成 25 年 7 月 

JAMCO AMERICA, INC. Chairman 
就任予定） 

   

 
（３）退任取締役（平成 25 年 3 月 31 日付） 

取締役（非常勤） 後藤 健太郎 （平成 25 年 4 月 1 日付受入出向 人事・

労務担当役員補佐兼人事部長就任予定） 
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３．執行役員制の導入および執行役員人事 
（１）執行役員制導入の目的 

当社の執行役員制導入の目的は次のとおりです。 
ア）執行役員に一定の権限を委ね業務執行上の意思決定の迅速化、生産性向上を図る。 
イ）「会社全体の経営方針の決定と取締役の業務執行の監督」、及び「個々の組織の業務執行」

との区分を明確化することで、取締役会による業務監督・チェック機能を強化するととも

に、個別の業務領域にとらわれない全社的な経営方針の意思決定の質を高める。 
ウ）優秀な従業員を早期に重要な役位に登用できる制度を設けることで、経営の効率化、生産

性向上の観点で、担当分野における高度な経営貢献の実現も目指す。 
 
（２）執行役員人事（平成 25 年 6 月定時株主総会日付） 

定時株主総会後の取締役会決議にて執行役員に就任予定 

代表取締役 社長 鈴木 善久 （現：代表取締役 社長） 

代表取締役 副社長執行役員 河野 通秀 （現：代表取締役 専務） 

代表取締役 副社長執行役員 大倉 敏治 （現：専務取締役 経理部長） 

取締役 常務執行役員 星野 信也 （現：常務取締役 航空機整備カンパニー・プレ

ジデント） 

取締役 常務執行役員 比留間正和 （現：取締役 航空機器製造カンパニー・バイ

ス・プレジデント 機器製造工場長） 

取締役 常務執行役員 関川 安雄 （現：取締役 航空機内装品カンパニー・バイ

ス・プレジデント） 

執行役員 小澤 発雄 （現：取締役 人事部長） 

執行役員 木村 敏和 （現：取締役 経営企画部長） 

執行役員 浅利 和美 （現：航空機器製造カンパニー 機器製造工場技術部長） 

執行役員 青木 康成 （現：航空機内装品カンパニー 営業部長兼プロダク

ト・サポート部長） 

執行役員 市原 一義 （現：航空機整備カンパニー 仙台整備工場長） 

執行役員 鈴木 雅人 （現：航空機内装品カンパニー 内装品工場製造部長） 

執行役員 

 

加藤 正道 （現：JAMCO AMERICA, INC. 

Executive Vice President） 

執行役員 政木 慎策 （現：航空機内装品カンパニー 戦略推進室長） 

執行役員 粕谷 寿久 （現：航空機内装品カンパニー 内装品工場技術部長） 

執行役員 田所 務 （現：航空機内装品カンパニー 内装品工場計画部長） 

執行役員 後藤健太郎 （現：取締役（非常勤）） 
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４．新経営体制 
平成 25 年 6 月定時株主総会日付、上記役員の異動、及び執行役員制導入に向けて、新年度 
（平成 25 年 4 月 1 日）より次の新経営体制にて業務を推進してまいります。 
 
氏  名 平成 25 年 4 月 1 日付 平成 25 年 6 月定時株主総会日付 

寺田 修 代表取締役 会長 取締役 会長 

鈴木 善久 代表取締役 社長 代表取締役 社長 

河野 通秀 代表取締役 専務 
品質保証・情報システム・航空機整備 
カンパニー管掌 

代表取締役 副社長執行役員 
品質保証・情報システム・航空機整備 
カンパニー管掌 

大倉 敏治 専務取締役 
CFO 兼財務・経理・人事管掌 

代表取締役 副社長執行役員 
CFO 兼財務・経理・人事管掌 

星野 信也 常務取締役 
航空機整備カンパニー・プレジデント 

取締役 常務執行役員 
航空機整備カンパニー・プレジデント 

比留間 正和 取締役 
航空機器製造カンパニー・プレジデント 

取締役 常務執行役員 
航空機器製造カンパニー・プレジデント 

関川 安雄 取締役 
航空機内装品カンパニー・プレジデント 

取締役 常務執行役員 
航空機内装品カンパニー・プレジデント 

大上 克裕 取締役（非常勤） 取締役（非常勤） 

松本 茂伸 ――― 取締役（非常勤） 

小澤 発雄 取締役 人事・労務担当 執行役員 人事・労務担当 

木村 敏和 取締役 
経営企画・広報 IR・総務担当 

執行役員 
経営企画・広報 IR・総務担当 

浅利 和美 航空機器製造カンパニー・バイス・プレ

ジデント兼機器製造工場長 
執行役員 
航空機器製造カンパニー・バイス・プレ

ジデント兼機器製造工場長 

青木 康成 全社営業総括 
兼航空機内装品カンパニー営業部長 

執行役員 
全社営業総括 
兼航空機内装品カンパニー営業部長 

市原 一義 航空機整備カンパニー・バイス・プレジ

デント兼機体整備工場長 

 

執行役員 
航空機整備カンパニー・バイス・プレジ

デント兼機体整備工場長 

鈴木 雅人 航空機内装品カンパニー・バイス・プレ

ジデント兼内装品工場製造部長 
執行役員 
航空機内装品カンパニー・バイス・プレ

ジデント兼内装品工場製造部長 
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氏  名 平成 25 年 4 月 1 日付 平成 25 年 6 月定時株主総会日付 

加藤 正道 JAMCO AMERICA, INC. 
Executive Vice President 

執行役員 

JAMCO AMERICA, INC. President 
（JAMCO AMERICA, INC.  
平成 25 年 7 月同社株主総会後就任予定） 

政木 慎策 経営企画部長兼航空機内装品カンパニー

戦略推進室長 
執行役員 
経営企画部長兼航空機内装品カンパニー

戦略推進室長 

粕谷 寿久 航空機内装品カンパニー・バイス・プレ

ジデント（技術総括） 

 

執行役員 
航空機内装品カンパニー・バイス・プレ

ジデント 

田所 務 航空機内装品カンパニー・バイス・プレ

ジデント兼内装品工場長 
執行役員 
航空機内装品カンパニー・バイス・プレ

ジデント兼内装品工場長 

後藤 健太郎 人事・労務担当役員補佐兼人事部長 

 

執行役員 
人事・労務担当執行役員補佐兼人事部長 

（平成 25 年 4 月 1 日付で、航空機整備カンパニーの組織を一部改正するのに伴い、 
仙台整備工場は機体整備工場に名称を変更いたします。） 

 
以上 


