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平成 29 年２月 24 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 大喜多 治年 

（コード番号 7408 東証第 1部） 

問合せ先  取締役常務執行役員 

経営企画部長    後藤 健太郎 

 （TEL．042－503－9146） 

 

代表取締役の異動ならびに役員および執行役員の異動に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年６月 28 日開催予定の定時株主総会、およびそれ

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、代表取締役の異動および役員の異動につ

いて内定しました。また、平成 29 年４月１日付、平成 29 年６月 28 日付、執行役員人事について決

議しましたので、あわせてお知らせ致します。 

 

記 

１．代表取締役の異動（平成 29 年６月 28 日付） 

（１）異動の理由 

取締役任期満了に伴う改選によるものです。 

 

（２）代表取締役の退任 

代表取締役 副社長執行役員 大倉 敏治 （退任後監査役就任予定） 

代表取締役 専務執行役員 関川 安雄 （退任後顧問就任予定） 

 

２．監査役の異動 

（１）監査役の新任候補（平成 29年６月 28 日付） 

常勤監査役 大倉 敏治  

 

（２）監査役の辞任（平成 29 年３月 31 日付） 

常勤監査役 和田 正史  

 

３．執行役員の異動 

（１）執行役員の新任（平成 29 年４月１日付） 

新  職 氏  名 現  職 

執行役員 
人事総務担当、CCO 

和田 正史 監査役 
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（２）執行役員の昇格（平成 29 年４月１日付） 

新  職 氏  名 現  職 

取締役 専務執行役員 
航空機内装品・機器事業本部長 

加藤 正道 

取締役 常務執行役員 
航空機内装品・機器事業本部 副事
業本部長 
兼 プログラムマネジメント室長 
兼 航空機シート製造事業部長 
兼 航空機内装品製造事業部長 

常務執行役員 
㈱新潟ジャムコ社長 
兼 航空機内装品・機器事業本部 
航空機内装品製造事業部長 

豊福 俊雄 
執行役員 
㈱新潟ジャムコ社長 

 

（３）執行役員の退任（平成 29 年３月 31 日付） 

氏 名  平成 29 年３月 31 日付退任  平成 29 年４月１日付委嘱 

夏目 憲一 
執行役員 
JAMCO AMERICA, INC. President and 
COO 

JAMCO AMERICA, INC. President and 
COO 

近藤 努 

執行役員 
航空機内装品・機器事業本部 航空
機内装品製造事業部 副事業部長  
兼 技術本部内装品 技術部長 

理事  
航空機内装品・機器事業本部  
技術本部 
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取締役・執行役員・監査役の一覧表 

平成 29 年４月１日時点 

氏  名 役職・担務 

大喜多 治年 代表取締役 社長 
CEO 

大倉 敏治 代表取締役 副社長執行役員 
社長補佐 

大上 克裕 代表取締役 副社長執行役員 
社長補佐、情報システム担当、品質保証・航空機整備事業管掌、CIO 

関川 安雄 代表取締役 専務執行役員 
社長補佐 

木村 敏和 取締役 専務執行役員 
人事総務管掌、CFO 

加藤 正道 取締役 専務執行役員 
航空機内装品・機器事業本部長 

青木 康成 取締役 常務執行役員 
営業本部長 兼 JAMCO SINGAPORE PTE LTD. President 

粕谷 寿久 取締役 常務執行役員 
航空機内装品・機器事業本部 技術本部長 

後藤 健太郎 取締役 常務執行役員 
広報・IR 担当 兼 経営企画部長、CRO 

大﨑 直哉 社外取締役 

小堀 寿亮 社外取締役 

鈴木 伸一 社外取締役 （独立役員） 

渡辺 樹一 社外取締役 （独立役員） 

 

市原 一義 常務執行役員 
品質保証部長 

田所 務 常務執行役員 
航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長 

西宮 和夫 常務執行役員 
JAMCO AMERICA,INC. Chairman and CEO 

豊福 俊雄 常務執行役員 
㈱新潟ジャムコ社長  
兼 航空機内装品・機器事業本部 航空機内装品製造事業部長 

鈴木 雅人 執行役員 
㈱宮崎ジャムコ社長  
兼 航空機内装品・機器事業本部 航空機シート製造事業部長 

伊田 幸男 執行役員 
航空機整備事業部長 
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氏  名 役職・担務 

内城 浩 執行役員 
航空機内装品・機器事業本部 技術本部副本部長 

阿部 行雄 執行役員 
航空機内装品・機器事業本部 航空機器製造事業部長 

秋葉 英二 執行役員 
航空機内装品・機器事業本部 サプライチェーンマネジメント推進室長 
兼 航空機内装品製造事業部 外注部長 

和田 正史 執行役員 
人事総務担当、CCO 

 

磯上 範好 常勤監査役 

河村 寛治 社外監査役（独立役員） 

木須 芳紹 社外監査役（独立役員） 
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取締役・執行役員・監査役の一覧表 

平成 29 年６月 28 日時点 

氏  名 役職・担務 

大喜多 治年 代表取締役 社長 
CEO 

大上 克裕 代表取締役 副社長執行役員 
社長補佐、情報システム担当、品質保証・航空機整備事業管掌、CIO 

木村 敏和 取締役 専務執行役員 
人事総務管掌、CFO 

加藤 正道 取締役 専務執行役員 
航空機内装品・機器事業本部長 

青木 康成 取締役 常務執行役員 
営業本部長 兼 JAMCO SINGAPORE PTE LTD. President 

粕谷 寿久 取締役 常務執行役員 
航空機内装品・機器事業本部 技術本部長 

後藤 健太郎 取締役 常務執行役員 
広報・IR 担当 兼 経営企画部長、CRO 

大﨑 直哉 社外取締役 

小堀 寿亮 社外取締役 

鈴木 伸一 社外取締役 （独立役員） 

渡辺 樹一 社外取締役 （独立役員） 

 

市原 一義 常務執行役員 
品質保証部長 

田所 務 
 

常務執行役員 
航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長 

西宮 和夫 常務執行役員 
JAMCO AMERICA,INC. Chairman and CEO 

豊福 俊雄 常務執行役員 
㈱新潟ジャムコ社長 
兼 航空機内装品・機器事業本部 航空機内装品製造事業部長 

鈴木 雅人 執行役員 
㈱ 宮崎ジャムコ社長  
兼 航空機内装品・機器事業本部 航空機シート製造事業部長 

伊田 幸男 執行役員 
航空機整備事業部長 

内城 浩 執行役員 
航空機内装品・機器事業本部 技術本部副本部長 

阿部 行雄 執行役員 
航空機内装品・機器事業本部 航空機器製造事業部長 
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氏  名 役職・担務 

秋葉 英二 執行役員 
航空機内装品・機器事業本部 サプライチェーンマネジメント推進室長 
兼 航空機内装品製造事業部 外注部長 

和田 正史 執行役員 
人事総務担当、CCO 

 

磯上 範好 常勤監査役 

大倉 敏治 常勤監査役 

河村 寛治 社外監査役（独立役員） 

木須 芳紹 社外監査役（独立役員） 

 
 
 

以上 
 

 


