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平成 25年 3月 7日 

各  位 

 

 会 社 名 ジ ェ コ ス 株 式 会 社 

 代表者名 代表取締役社長 弓 場  勉 

  (コード：9991 東証第一部) 

 問合せ先 総 務 部 長 杉 原 保 弘 

  (TEL：03-3660-0776) 

 

 

役員人事（代表取締役の異動を含む）および組織変更に関するお知らせ 

 

 当社は、下記のとおり役員人事および組織変更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、平成 25年 6月 27日付の役員人事につきましては、本年 6月 27日開催予定の第 46回定時株主

総会を経て正式に決定いたします。 

 

記 

 

Ⅰ役員の異動 

 1.取締役の異動 

  ⑴代表取締役の異動 

   退任代表取締役(平成 25年 3月 31日付) 

    代表取締役 寺口  重男 

※ 寺口重男は、代表権を有さない取締役となる予定であります。 

また、同氏は平成 25年 6月 27日をもって、取締役を退任し、顧問（非常勤）に就任予定で

あります。 

 

  ⑵その他の取締役の異動 

   新任取締役候補（平成 25年 6月 27日付） 

    取 締 役 阿部  伴明 （現 常務執行役員） 

    取 締 役 早川  雄三 （現 執行役員） 

    取 締 役 倉智  達也 （現 執行役員） 

 

 

 2.監査役の異動 

  ⑴新任監査役候補者（平成 25年 6月 27日付） 

   監査役（非常勤） 久留島 幹司 （現 JFEスチール㈱監査役事務局主任部員） 

 

  ⑵退任予定監査役（平成 25年 6月 27日付） 

   監査役（非常勤） 赤石  幹雄  
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Ⅱ執行役員人事 

 1.昇任執行役員（平成 25年 4月 1日付） 

    常務執行役員 鈴木  章夫 （現 執行役員） 

 

 2.新任執行役員（平成 25年 4月 1日付） 

    執行役員 松井  智幸 （現 東部第１営業本部副本部長） 

 

 3.退任執行役員（平成 25年 3月 31日付） 

    専務執行役員 寺口  重男  

    常務執行役員 須見  仁志 （常任顧問就任予定） 

    執行役員 波多野 修身 （常任顧問就任予定） 

 

 

 4.執行役員人事および担当（平成 25年 4月 1日付） 

 

役職 氏名 新担当業務 旧担当業務 

社長 

（代表取締役） 
 弓場 勉 ＣＥＯ ＣＥＯ 

専務執行役員 

（代表取締役） 
 石橋 康雄 

社長補佐、営業・工事部門、技

術部門、工場部門、加工部門の

管掌、東日本大震災復旧・復興

協力班の担当、兼東日本大震災

復旧・復興協力班長 

社長補佐、技術開発部門、営業

部門、工事部門、工場部門の管

掌、東日本大震災復旧・復興協

力班の担当、東日本大震災復

旧・復興協力班長 

常務執行役員 

（取締役） 
 横瀬 力 

総務部、安全・防災管理部、業

務部、東京工場の担当 

総務部、人事部、審査法務部、

安全管理部、業務部の担当、兼

業務部長 

常務執行役員 

（取締役） 
 田中 増男 

西部事業本部の担当、兼西部事

業本部長 

西部事業本部の担当、兼西部事

業本部長 

常務執行役員  阿部 伴明 

東北北海道事業本部の担当、東

日本大震災復旧・復興協力班担

当役員補佐、兼東北北海道事業

本部長 

東北北海道事業本部の担当、東

日本大震災復旧・復興協力班担

当役員補佐、兼東北北海道事業

本部長 

常務執行役員  橋本 修身 
加工技術部、長沼工場、橋梁事

業推進部の担当 

加工技術部、土木加工製品部、

長沼工場の担当、兼土木加工製

品部長 

常務執行役員 昇任 鈴木 章夫 

東部第 1事業本部の担当、東日

本大震災復旧・復興協力班担当

役員補佐、兼東部第 1事業本部

長 

工事事業本部の担当、東日本大

震災復旧・復興協力班担当役員

補佐、兼工事事業本部長 
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役職 氏名 新担当業務 旧担当業務 

執行役員  岩本 能成 

中部事業本部の担当、東日本大

震災復旧・復興協力班担当役員

補佐、兼中部事業本部長、工事

統括部長 

東部第 1営業本部の担当、東日

本大震災復旧・復興協力班担当

役員補佐、兼東部第 1営業本部

長 

執行役員  西口 正仁 

東京技術部、大阪技術部の担

当、東日本大震災復旧・復興協

力班担当役員補佐、兼東京技術

部長 

東日本大震災復旧・復興協力班

担当役員補佐、兼工事事業本部

副本部長、東京技術部長 

執行役員  早川 雄三 

財務経理部、関連事業部、監査

部、事務管理部の担当、 

兼財務経理部長 

財務経理部、関連事業部、監査

部、システム部、事務管理部の

担当、兼財務経理部長、事務管

理部長 

執行役員  倉智 達也 
人事部、経営企画部の担当、兼

経営企画部長 

経営企画部、プロジェクト営業

部の担当、兼経営企画部長 

執行役員  西田 栄一 
九州事業本部の担当、兼九州事

業本部長 

九州事業本部の担当、兼九州事

業本部長 

執行役員  中富 紀雄 技術総括部の担当 技術開発部、技術管理部の担当 

執行役員 新任 松井 智幸 

東部第 2事業本部の担当、東日

本大震災復旧・復興協力班担当

役員補佐、兼東部第 2事業本部

長、営業統括部長 

東部第１営業本部副本部長 

 

 

Ⅲ 組織変更の概要（変更日：平成 25年 4月 1日付） 

  ⑴管理部門 

   安全管理部に防災管理業務を追加し、安全・防災管理部に名称変更する。 

 

  ⑵営業・工事部門 

   営業・工事部門の全社統括機能を持たせるために、営業統括部と工事統括部を新設する。 

 

  ⑶東部第 1・第 2事業本部 

  東部第1・第2営業本部と工事事業本部を再編するにあたり廃止し、東部事業本部を新設する。 

 

  ⑷中部事業本部 

  名古屋支店および北陸支店（北陸営業所から昇格）を移管し、中部事業本部を新設する。 

 

  ⑸西部事業本部 

  工事部門、加工部門および大阪工場を西部事業本部に移管する。 

 



4 

 

  ⑹技術総括部 

  技術開発部と技術管理部を統合し、技術総括部を新設する。 

 

  ⑺加工部門 

  土木加工製品部を加工技術部に統合する。 

  新たに橋梁事業推進部を新設する。 

 

以上

 


