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平成 28 年３月 31 日 

 

各 位 

 

 会 社 名  IJT テクノロジーホールディングス株式会社

 代表者名 取締役社長 原田 理志 

 （コード：7315 東証第二部） 

 問合せ先 専務取締役 増田 克己 

 （TEL. 03－5715－2681） 

 

代表取締役・取締役・監査役・執行役員の異動について 

 

 IJT テクノロジーホールディングス㈱（以下「IJTT」）は、平成 28 年３月 31 日開催の取締

役会において、下記のとおり代表取締役・取締役・監査役・執行役員の異動について決議しま

したのでお知らせいたします。 

記 

 

１．代表取締役の異動（平成 28 年４月１日付） 

(1) 異動の理由 

経営体制を強化し、社業の一層の発展を期するため。 

 

(2) 異動する代表取締役の氏名・役職名 

氏名  新職務（兼務） 現職務（兼務） 

水谷春樹  
代表取締役会長 

（㈱アイメタルテクノロジー 

取締役） 

取締役 

（㈱アイメタルテクノロジー 

代表取締役社長） 

清水康昭  
（注）  

取締役 

（いすゞリーシングサービス㈱ 

代表取締役会長） 

 

代表取締役会長 

（㈱アイメタルテクノロジー 

取締役） 

（自動車部品工業㈱取締役） 

（TDF㈱取締役） 

（注）清水康昭氏は、平成 28 年６月下旬開催予定の定時株主総会終結の時をもって、  

取締役を退任する予定 

 

（参考） 

氏名  新職務（兼務） 現職務 

原田理志  

代表取締役社長 

（㈱アイメタルテクノロジー 

取締役） 

（自動車部品工業㈱取締役） 

（TDF㈱取締役） 

代表取締役社長 
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(3) 新任代表取締役の略歴 

氏 名  水 谷 春 樹（みずたに はるき） 

生 年 月 日  昭和 28 年４月 24 日 

出  身  地  東京都 

最 終 学 歴  昭和 52 年３月 東京工業大学工学部 卒業 

略  歴  昭和 52 年４月 いすゞ自動車株式会社入社 

  平成 21 年２月 同社執行役員 

  平成 22 年４月 同社常務執行役員技術本部生産部門統括 

  平成 23 年６月 同社取締役常務執行役員技術本部生産部門統括 

  平成 24 年４月 同社取締役常務執行役員生産部門統括 

  平成 25 年４月 同社取締役常務執行役員技術本部生産部門統括 

  平成 26 年４月 同社取締役 

  平成 26 年４月 ㈱アイメタルテクノロジー代表取締役社長 

(現任) 

  平成 26 年６月 当社取締役（現任） 

所 有株式数  12,400 株  

 

２． 取締役の異動（平成 28 年６月下旬開催予定の定時株主総会） 

(1) 新任取締役候補者 

氏名 新職務（兼務） 現職務 

浅田和則 

取締役 

（自動車部品工業㈱ 

代表取締役社長※１） 

自動車部品工業㈱ 

取締役専務執行役員 

土屋市郎 取締役※２ 監査役 

 ※１ 平成 28 年４月１日付 

※２ 社外監査役の土屋市郎氏は、平成 28 年６月下旬開催予定の定時株主総会終結の

時をもって監査役を退任予定であり、社外取締役候補者であります。 

【候補者とした理由】 

・浅田和則氏は、長年にわたり当社子会社である自動車部品工業㈱において、生産部

門で業務の経験を重ねてきており、生産・工務および品質管理に関する豊富な経験

と幅広い見識を有しております。 

・土屋市郎氏は、当社グループの主要な取引先である三菱ＵＦＪ信託銀行㈱の業務執

行者でありましたが、同行を退職して 12 年が経過しており、当社は同行の意向に

影響される立場になく、㈱東京証券取引所の定める独立役員として指定されていま

す。同氏は、同行退職後は他社の代表職等を歴任し、企業経営面での高い専門性と

豊富な経験を有しており、また、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、

独立した立場から監督することができるものと判断しております。 

 

(2) 退任取締役候補者（上記１．(2)欄外（注）参照） 

氏名 新職務 現職務 

増田克己 
取締役 

管理・事業統括付、特命事項担当※

専務取締役 

管理・事業統括 

 ※ 平成 28 年４月１日付 

平成 28 年６月下旬開催予定の定時株主総会終結の時をもって、取締役退任予定 

 

３． 監査役の異動（平成 28 年６月下旬開催予定の定時株主総会） 

(1) 新任監査役候補者 

氏名 新職務（兼務） 現職務 

大山 浩 常勤監査役※１ いすゞ自動車㈱常勤監査役※２

浦部明子 
監査役※１ 

（弁護士（虎ノ門南法律事務所）） 
弁護士（虎ノ門南法律事務所） 

※１ 社外監査役候補者 
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※２ 大山 浩氏は、平成 28 年６月下旬開催予定のいすゞ自動車㈱の定時株主総会終

結の時をもって監査役を退任予定であります。 

【候補者とした理由】 

・大山 浩氏は、長年にわたり当社親会社であるいすゞ自動車㈱において、企業法務

等の業務経験を重ね、4 年前からは同社常勤監査役として豊富な経験と幅広い見識

を有しております。  
・浦部明子氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を当社の監査体制にいかして

いただけるものと考えております。同氏ならびに同氏が所属する弁護士事務所と当

社との間には取引関係はありません。 

 

(2) 退任監査役候補者（上記２．(1)※２参照） 

氏名 新職務 現職務 

山田 勉 相談役 常勤監査役 

 

４． 取締役の職務変更（平成 28 年４月１日付） 

氏名 新職務（兼務） 現職務（兼務） 

齋藤 誠 

取締役 

管理・事業統括兼経営企画本部長兼

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾘﾚｰｼｮﾝ推進本部長 

（㈱アイメタルテクノロジー 

専務取締役） 

取締役 

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾘﾚｰｼｮﾝ推進本部長 

（㈱アイメタルテクノロジー 

専務取締役） 

 

５． 執行役員の異動（平成 28 年４月１日付） 

氏名 新職務（兼務） 現職務（兼務） 

田中正俊 

上席執行役員 

営業推進本部長 

（TDF㈱取締役） 

TDF㈱取締役 

松嶋健二 
上席執行役員 

営業推進本部付 

上席執行役員 

営業推進本部副本部長 

村田 貢 

上席執行役員 

調達企画本部副本部長 

（自動車部品工業㈱ 

取締役常務執行役員） 

執行役員 

調達企画本部副本部長 

（自動車部品工業㈱ 

上席執行役員） 

甲山博敏 
上席執行役員 

管理本部長 

執行役員 

管理本部長 

鈴木達也 

執行役員 

経営企画本部副本部長  
（自動車部品工業㈱執行役員 

経営企画統括付） 

執行役員 

経営企画本部  
（自動車部品工業㈱経営企画統

括付） 

手鹿 巌 グループ内部監査室長 
執行役員 

グループ内部監査室長 

渡 亮 東北三和金属㈱代表取締役社長 
上席執行役員 

商品・技術企画副本部長 

隼田昌広 いすゞ自動車㈱ 
上席執行役員 

経営企画本部長 

玉置知久 （退任） 

上席執行役員 

営業推進本部長 

（自動車部品工業㈱ 

取締役常務執行役員） 

 

以上 
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参考１ 

 

 

１．事業会社社長の異動（平成 28 年４月１日付） 

(1) 異動の理由 

経営体制を強化し、社業の一層の発展を期するため。 

 

(2) 異動する事業会社社長の氏名・役職名 

【㈱アイメタルテクノロジー】 

氏名 新職務（兼務） 現職務（兼務） 

伊藤正敏 

代表取締役社長 

（IJTT 取締役 

商品・技術企画本部長） 

（自動車部品工業㈱取締役） 

自動車部品工業㈱代表取締役社長

（IJTT 取締役 

商品・技術企画本部長） 

水谷春樹 
取締役 

（IJTT 代表取締役会長） 

代表取締役社長 

（IJTT 取締役） 

 

【自動車部品工業㈱】 

氏名 新職務（兼務） 現職務（兼務） 

浅田和則 
代表取締役社長 

（IJTT 取締役※） 
取締役専務執行役員 

伊藤正敏 

取締役 

（IJTT 取締役 

商品・技術企画本部長） 

（㈱アイメタルテクノロジー 

代表取締役社長） 

代表取締役社長 

（IJTT 取締役 

商品・技術企画本部長） 

 ※ 平成 28 年６月下旬開催予定の IJTT 定時株主総会 

 

２．事業会社役員の異動（平成 28 年４月１日付） 

 

【㈱アイメタルテクノロジー】 

氏名 新職務 現職務 

鈴木敏光 （退任） 専務取締役 関東生産部門統括 

金子圭一 専務取締役 技術部門統括 常務取締役 技術部門統括 

後藤浩二 
常務取締役  

購買部門統括 

取締役上席執行役員  

購買部門統括 

佐々木宏 
常務取締役  

生産部門統括 

取締役上席執行役員  

北上生産部門統括 

上島義彦 
上席執行役員 技術部門 

技術企画・鋳造技術部執行担当 

執行役員 技術部門 

技術企画部・鋳造技術部執行担当

柳沢忠幸 
上席執行役員  

生産部門土浦工場長 

執行役員  

関東生産部門土浦工場長 

大川 威 
上席執行役員 PT. Asian Isuzu 

Casting Center 代表取締役社長

執行役員 PT. Asian Isuzu 

Casting Center 代表取締役社長 

高石祐一郎 
執行役員  

購買部門購買部執行担当 
東北三和金属㈱代表取締役社長 
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【自動車部品工業㈱】 

氏名 新職務（兼務） 現職務 

藤野俊彦 

上席執行役員  

情報システム・内部監査統括兼

経営企画・総務統括補佐兼内部

監査室長 

執行役員  

経営企画・総務統括補佐 

尾崎光一 上席執行役員 生産管理部長 執行役員 生産管理部長 

大舘 寛 執行役員 営業統括兼営業部長 営業部長 

菅野良平 IJTT 海外事業本部付 

取締役上席執行役員 

情報システム・内部監査統括兼 

社長特命担当（海外事業管理） 

畑輝久男 
顧問 社長特命担当 

（IJTT 商品・技術企画本部付）

上席執行役員 品質保証統括兼 

開発・エンジン実験統括補佐 

 

【TDF㈱】 

氏名 新職務 現職務 

大内佳彦 執行役員 総務部長 総務部長 

栗原清一 執行役員 経理部長 経理部長 

小林 健 
執行役員  

品質保証･品質管理部長 
品質保証･品質管理部長 

  

以上 
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参考２ 

 

【取締役並びに監査役の体制】 

 

１．平成 28 年４月１日付 

代表取締役会長 水谷春樹 

代表取締役社長 原田理志 

取締役     伊藤正敏 

取締役     小池誠也 

取締役     境 琢磨 

取締役     齋藤 誠 

取締役     増田克己 ※ 

取締役     藤森正之 

取締役     織田秀明 

取締役     清水康昭 ※ 

常勤監査役   山田 勉 ※ 

監査役     太田正紀 

監査役     瀬戸貢一 

監査役     土屋市郎 ※ 

 

   ※ 平成 28 年６月下旬開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定 

 

 

２．平成 28 年６月下旬開催予定の定時株主総会終結後（予定） 

代表取締役会長 水谷春樹 

代表取締役社長 原田理志 

取締役     伊藤正敏 

取締役     浅田和則（新任） 

取締役     小池誠也 

取締役     境 琢磨 

取締役     齋藤 誠   

取締役     藤森正之 

取締役     織田秀明 

取締役     土屋市郎（新任） 

常勤監査役   大山 浩（新任） 

監査役     太田正紀 

監査役     瀬戸貢一 

監査役     浦部明子（新任） 

 

以上 


