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平成 29年 3月 7日 

各 位                         

 

                       会 社 名  東洋エンジニアリング株式会社 

                       代 表 者 取締役社長 中尾  清 

                                (コード：6330、東証第一部) 

                       問合せ先 総務部長  飯田 厚則 

                                （ TEL : 047-454-1504   ） 

 

役員人事に関するお知らせ 

 

当社は、平成 29年 3月 7日（本日）開催の取締役会におきまして､以下の役員人事を決定いた

しましたのでお知らせいたします。なお、取締役の選任につきましては、平成 29年 6月 27日開

催予定の定時株主総会にて正式決定される予定です。 

 

１）取締役 

1.1 新任取締役候補（平成 29年 6月 27日開催予定株主総会に付議予定） 

 新 役 位   氏     名  （ 現 役 位 ） 

 取締役 

常務執行役員 

永松 治夫 

（ながまつ はるお） 
常務執行役員 

 

 1.2 昇格（平成 29年 4月 1日付） 

 新 役 位  氏     名  （現 役 位） 

 

取締役会長 
山口 正明 

（やまぐち まさあき） 

取締役 

常務執行役員 

ＣＦＯ(Chief Financial Officer) 

 取締役 

専務執行役員 

越川 昌治 

（こしかわ しょうじ） 

取締役 

常務執行役員 

 

1.3 退任（平成 29年 6月 27日付） 

 （現 役 位）  氏     名   
 

取締役会長 
総山  誠  

(ふさやま まこと) 
（平成 29年 4月 1日付 取締役） 

 

 

２）執行役員（平成 29年 4月 1日付） 

 2.1 新任 

 役  位   氏     名   

 
執行役員 

井口 隆司 

(いぐち たかし) 
 

 
執行役員 

森野 圭二 

(もりの けいじ) 
 

 

 



  

2/3 

 

 2.2 退任 

 （ 現 役 位 ）  氏     名  新 役 位  

  常務執行役員 

CTO(Chief Technology Officer) 

北  昌彦 

（きた まさひこ） 

フェロー 

CTO(Chief Technology Officer) 

 
執行役員 今西 隆美 

(いまにし たかよし) 

テックプロジェクトサービス(株) 顧問 

（平成 29年 6月社長就任予定） 
 

執行役員 志田 英樹 

(しだ ひでき) 
フェロー 

 

 

３）役員待遇者 

3.1 退任（平成 29年 4月 1日付） 

氏  名 （現 役 位） 

木内 龍彦 

（きうち たつひこ） 
フェロー 

アキレッシュ クマール 社長特命 

 

 

以 上 
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平成 29 年 4月 1日以降の体制 

 

「取締役、監査役」 

＜役 位＞ ＜氏 名＞ 

取締役会長  山口 正明 

◇取締役社長 (＊) 中尾  清 

◇取締役副社長 (＊) 内藤 貴也 

◇取締役専務執行役員 (＊) 芳澤 雅之(CCO) 

取締役専務執行役員 (＊) 越川 昌治 

取締役常務執行役員 (＊) 阿部 知久 

取締役  総山  誠(平成 29年 6月 27日付退任) 

社外取締役(非常勤)  林  洋和 

社外取締役(非常勤)  田代 真巳 

社外取締役(非常勤)  山田 裕介 

 

常任監査役  内田 正之 

監査役  井上  洋 

社外監査役(非常勤)  船越 良幸 

社外監査役(非常勤)  内田 清人 

（取締役 計１０名、監査役 計４名） 

<注> ◇：代表取締役 (＊)：執行役員兼務 を示す 

 

「執行役員」（取締役兼務者を除く） 

＜役 位＞ ＜氏 名＞ 

常務執行役員  永松 治夫（平成 29年 6月 27日株主総会取締役候補者) 

常務執行役員  保里  忠 

常務執行役員  佐藤 弘志 

常務執行役員  井上 光彦 

常務執行役員  小山内 亨 

執行役員  鴨島 元佳 

執行役員  小島 浩次 

執行役員  栁  一也 

執行役員  井手 榮一 

執行役員  石井 啓介 

執行役員  岡崎 真一 

執行役員  細井 栄治 

執行役員  脇  謙介(CFO) 

執行役員  藤田  浩 

執行役員  井口 隆司 

執行役員  森野 圭二 

（執行役員 １６名） 

 

フェロー  北  昌彦(CTO) 

フェロー  志田 英樹 

顧 問  永田 雄志 

社長特命  竹澤  優 

（役員待遇者 ４名） 

                   以 上  


