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平成２６年５月１３日 

各  位 

   

 

 

 

 

 

 

人事異動（役員人事含む）に関するお知らせ 

 

 当社は、人事異動（役員人事含む）について以下のとおり決定いたしましたので、お知らせい

たします。 

 

記 

 
１．取締役人事 平成２６年６月２５日付 
（１）退任取締役 

    西村 和義（現 取締役会長） 

    大橋 成行（現 取締役専務執行役員） 

    小林  喬（現 社外取締役、富国生命保険相互会社相談役） 

 

    平成２６年６月２５日開催予定の第１３１回定時株主総会終結の時をもって取締役を退 

任いたします。西村氏は相談役に、大橋氏は常勤顧問に就任予定です。 

 

（２）新任取締役候補者 

    塚本 英彦（現 常務執行役員） 

    高野 利男（現 執行役員） 

    米山 好映（現 富国生命保険相互会社 代表取締役社長 社長執行役員） 

 

  平成２６年６月２５日開催予定の第１３１回定時株主総会において就任予定です。 

    尚、米山氏は社外取締役候補者、東京証券取引所が規定する独立役員候補者であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
代表取締役社長   降簱 洋平 
コード番号６７４１ 東証一部 
問合せ先 経営管理本部総務部 
℡ 0 3 － 3 2 1 7 － 7 2 0 0
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（３）取締役および監査役の体制  

    平成２６年６月２５日開催予定の第１３１回定時株主総会およびその後に開催される 

取締役会、監査役会において、以下の役員体制とする予定です。  

 

氏   名 役 職 名 

降簱 洋平 代表取締役社長（ＣＥＯ兼ＣＯＯ） 

斉藤 安雄 取締役 

徳渕 良孝 取締役 

塚本 英彦 取締役（新任） 

藤原  健 取締役 

高野 利男 取締役（新任） 

米山 好映 取締役（新任）（社外取締役） 

川田 省二 常勤監査役 

吉川 幸夫 常勤監査役 

末 啓一郎 監査役（社外監査役） 

田原 良逸 監査役（社外監査役） 

守田 道明 補欠監査役 

 

２．執行役員人事 平成２６年６月１日付 

（１）退任執行役員 

専務執行役員 大橋 成行 

執 行 役 員 長谷川 孝 

執 行 役 員 佐藤  敦 

 

大橋氏は平成２６年６月２５日付で当社常勤顧問に就任予定です。６月２５日まで取

締役職は継続いたします。 

長谷川氏は同年６月２日付で日信ソフトエンジニアリング㈱代表取締役社長に就任予

定です。 

佐藤氏は同年６月１６日付で朝日電気㈱代表取締役社長に就任予定です。 

 

（２）昇任執行役員 

     専務執行役員  斉藤 安雄（現 常務執行役員） 

     専務執行役員  徳渕 良孝（現 常務執行役員） 

    専務執行役員  塚本 英彦（現 常務執行役員） 

     常務執行役員  高野 利男（現 執行役員） 

 

 （３）新任執行役員 

     丹野  信（現 理事） 

     平野 和浩（現 理事） 

     寒川 正紀（現 理事） 
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（４）新執行役員・業務執行理事体制 

上記の執行役員人事に伴い、平成２６年６月１日付で以下の体制とする予定です。 

氏名 役職名 

降簱 洋平 
最高経営責任者（ＣＥＯ）兼 最高執行責任者（ＣＯＯ） 

リスク管理委員会委員長 

斉藤 安雄 

専務執行役員 

事業本部長 事業本部、事業管理部、国際事業部、 

国際システム設計部、国際・ＣＢＴＣ設計部担当 

徳渕 良孝 

専務執行役員 

ものづくり本部長 ものづくり本部、ＩＴ企画部担当、 

日本信号健康保険組合理事長 

塚本 英彦 

専務執行役員 

経営管理本部長 経営管理本部、内部統制監査室、 

ビジョナリービジネスセンター、支社・支店担当、 

ビジョナリービジネスセンター長 

藤原  健 
常務執行役員 

事業副本部長 交通運輸インフラ事業担当 

高野 利男 

常務執行役員 

事業副本部長 技術統括、研究開発センター、 

品質環境管理部担当 

堀内 尚寿 
常務執行役員 

ＩＣＴソリューション事業担当 

東  義則 

執行役員 

ものづくり副本部長 宇都宮事業所長兼 

運賃ネットワークセンター長 

大島 秀夫 
執行役員 

国際事業部長 

清水 一巳 
執行役員 

経営管理副本部長 ２０２０推進企画室長、総務・人事担当 

清水 洋二 
執行役員 

大阪支社長兼大阪支社管理部長 

丹野  信 

執行役員 

事業本部交通運輸インフラ統括技術部長、技術副統括兼 

システム設計部長 

平野 和浩 
執行役員 

事業本部鉄道信号事業部長 

寒川 正紀 
執行役員 

事業本部ＡＦＣ事業部長 

渡辺 寛志 
理事 

事業本部交通情報システム事業部長 

坂井 正善 
理事 

ものづくり本部久喜事業所長兼久喜事業所品質保証部長 

黒後 久光 
理事 

事業本部情報システム事業部長兼特機営業部長 
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３．部長級人事 平成２６年６月１日付 

  平成２６年６月１日付で以下のとおり人事異動を行います。 

新 役 職 名 氏 名 現 役 職 名 

内部統制監査室長 秋永 豊文 事業本部 事業管理部長 

品質環境管理部長 高橋 圭治 内部統制監査室長 

ＩＴ企画部長 長谷川雅己 品質環境管理部長 

研究開発センター 無線開発室長 湯浅 誉之 
事業本部 ＩＣＴソリューション統括 

技術部 ＡＦＣ設計部 担当部長 

経営管理本部 ２０２０推進企画室 

担当部長 
小口 和宏 

ものづくり本部 久喜事業所 

生産管理部長 

経営管理本部 総務部長 久保 昌宏 
経営管理本部 ２０２０推進企画室 

担当部長 

経営管理本部 人事部長 廣瀬  実 経営管理本部 主計部長 

経営管理本部 主計部長 町山 新一 
ものづくり本部 宇都宮事業所 

生産管理部 課長 

事業本部 事業管理部長 日下 幸宏 
事業本部 鉄道信号事業部 

電鉄営業部長 

事業本部 鉄道信号事業部 

ＪＲ営業部長 
鹿倉 輝人 九州支店 課長 

事業本部 鉄道信号事業部 

電鉄営業部長 
並木  浩 国際事業部 台北営業所長 

事業本部 鉄道信号事業部 

電鉄営業部 担当部長 
古川  哲 

事業本部 鉄道信号事業部 

電鉄営業部 課長 

事業本部 交通情報システム事業部 

交通情報システム営業部長 
板倉 誠司 事業本部 事業管理部 課長 

事業本部 ＡＦＣ事業部 

ＳＳ営業部長 
青野  武 大阪支社 ＡＦＣ営業部長 

事業本部 情報システム事業部 

情報システム営業部長 
黒岩 章嘉 

事業本部 ＡＦＣ事業部 

ＳＳ営業部長 

事業本部 交通運輸インフラ統括技術部

要素設計部 担当部長 
八木  誠 

事業本部 交通運輸インフラ統括技術部

システム設計部 専任担当 

事業本部 交通運輸インフラ統括技術部

要素設計部 担当部長 
伊佐山 正 

事業本部 交通運輸インフラ統括技術部

要素設計部 課長 

事業本部 国際システム設計部長 武藤  徹 中部支店長 

事業本部 国際システム設計部 

担当部長 
天水 直樹 北海道支店長 
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新 役 職 名 氏 名 現 役 職 名 

事業本部 ＩＣＴソリューション統括 

技術部長兼ＩＣＴソリューション統括 

技術部 ステーション安全設計部長 

高平 雅弘 ものづくり本部 宇都宮事業所長付 

事業本部 ＩＣＴソリューション統括 

技術部 ＡＦＣ設計部長 
中村 一雄 

事業本部 ＩＣＴソリューション統括 

技術部 ＡＦＣ設計部 担当部長 

事業本部 ＩＣＴソリューション統括 

技術部 ＡＦＣ設計部 担当部長 
佐藤 信博 

事業本部 ＩＣＴソリューション統括 

技術部 ＡＦＣ設計部 課長 

事業本部 ＩＣＴソリューション統括 

技術部 情報システム設計部 担当部長
石川 宣高 

ものづくり本部 宇都宮事業所 

品質保証部 課長 

ものづくり本部 久喜事業所 

生産管理部長 
嶺岸 和彦 ＩＴ企画部長 

ものづくり本部 久喜事業所 

資材部長 
松崎  隆 

ものづくり本部 久喜事業所 

資材部 担当部長 

ものづくり本部 久喜事業所 

品質保証部 担当部長 
岩田 康伸 研究開発センター 無線開発室長 

ものづくり本部 宇都宮事業所 

生産管理部長 
田上 英明 

事業本部ＩＣＴソリューション統括技術

部長兼ＩＣＴソリューション統括技術部

ステーション安全設計部長 

ものづくり本部 宇都宮事業所 

資材部長 
波多 正俊 

ものづくり本部 宇都宮事業所 

生産部長 

ものづくり本部 宇都宮事業所 

生産部長 
林  和彦 

ものづくり本部 宇都宮事業所 

生産管理部長 

ものづくり本部 宇都宮事業所 

品質保証部 担当部長 
古川 啓一 

事業本部 ＩＣＴソリューション統括 

技術部 ＡＦＣ設計部長 

国際事業部 台北営業所長 新井  浩 
事業本部 鉄道信号事業部 

ＪＲ営業部 担当部長 

大阪支社 鉄道信号営業部 担当部長 谷口 昌行 大阪支社 鉄道信号営業部 課長 

大阪支社 ＡＦＣ営業部長 西岡伸一郎 大阪支社 鉄道信号営業部 担当部長 

北海道支店長 原  康治 
事業本部 鉄道信号事業部 

電鉄営業部 担当部長 

北関東支店長 久野木 聡 
事業本部 情報システム事業部 

情報システム営業部長 

中部支店長 後藤 隆一 
事業本部 鉄道信号事業部 

ＪＲ営業部長 

 

以  上 


