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平成29年3月10日

各     位

会 社 名 エア・ウォーター株式会社

代表者名 代表取締役会長 豊田  昌洋

(コード：4088、東証第一部・札証)

問合せ先 広報・ＩＲ室長 松井 俊文

                             (TEL 06 － 6252 － 3966)

組織変更並びに主要人事異動の件

２０１７年４月１日付けの組織変更及び役員等人事異動を以下の通り行います。

記

１．組織変更【4月1日付】

（１）「社長室」を新設し、下部組織として経営企画部、関連事業企画部、総合開発研究所を編入

する。

（２）「物流カンパニー」を新設し、下部組織として「物流戦略部」を編入、「業務部」を置く。

（３）「ケミカルカンパニー」を設置し、現行のケミカル部門各組織を編入する。

（４）医療カンパニー内の各事業部および福祉介護部を再編し、「地域医療事業部」「ホスピタル事

業部」「くらしの医療事業部」「海外医療事業部」の各市場分野の戦略機能に特化した４事業

部体制に変更する。

（５）農業･食品カンパニー内に「生産技術本部」を新設し、拡がる傘下のグループ会社の生産技

術、品質管理面の統括、指導機能を強化する。さらにカンパニー内に「農産」「食品ソリュ

ーション」「飲料」の各事業担当責任者を執行役員及びグループ執行役員の兼務職として任

命し、グループ横断的な事業運営体制をつくる。

（６）ＡＷ・ウォーター事業部を農業･食品カンパニーに編入する。

（７）「エンジニアリング統括室」を代表取締役直轄の全社組織の統括的位置付けに変更する。

（８）総務部内の調達グループを独立させ、「調達部」とする。
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２．役員等の主要人事異動 【4月1日付】

（１）取締役の異動

①昇任

唐渡  有    取締役副社長 ケミカルカンパニー長

                 （現専務取締役 経営管理担当、ケミカル担当）

    松原 幸男  取締役副社長 産業カンパニー長

                  （現専務取締役 産業カンパニー長）

   町田 正人  取締役副社長 農業・食品カンパニー長

                  （現専務取締役 農業・食品カンパニー長）

   堤 英雄      専務取締役 海外事業戦略部長

                 （現常務取締役 関連事業企画部長）

  曽我部 康    常務取締役 北海道代表 北海道支社長

北海道エア･ウォーター㈱代表取締役社長

                 （現取締役 北海道支社長 北海道エア･ウォーター㈱代表取締役社長)

②担当変更

豊田 喜久夫   代表取締役副社長 医療カンパニー長

        （現代表取締役副社長 東京代表 医療カンパニー長）

永田 實   常務取締役 関東代表 関東支社長

関東エア･ウォーター㈱代表取締役社長

        （現常務取締役 関東支社長 関東エア･ウォーター㈱代表取締役社長）

村上 幸夫  常務取締役 甲信越代表

しなのエア･ウォーター㈱代表取締役社長

         （現常務取締役 信州代表 しなのエア･ウォーター㈱代表取締役社長）

  山本 健介  常務取締役 防府他大口電力事業担当

       （現常務取締役 電力事業戦略部担当、海外事業戦略部長）

藤田 昭   取締役

           エア･ウォーター・マニュファクチュアリング㈱代表取締役社長

        （現専務取締役 北海道代表）

長谷川 雅之 取締役 社長室担当部長

          （現取締役 技術統括 総合開発研究所長）

波多野 和彦 取締役 エア･ウォーター炭酸㈱代表取締役社長

          （現取締役 ＣＳＲ推進担当 コンプライアンスセンター長）
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（２）執行役員の異動

①新任

  豊澤 幸平  上席執行役員 ケミカルカンパニーファインケミカル事業部長

            （現ケミカル部門 ファインケミカル事業部長）

  加藤 保宣  上席執行役員 ＣＳＲ推進担当 コンプライアンスセンター長

          （現コンプライアンスセンター保安推進部長兼技術管理部長）

杉山 清   執行役員 農業・食品カンパニー 生産技術本部長

エア･ウォーター十勝食品㈱代表取締役社長

             （現エア･ウォーター十勝食品㈱代表取締役社長）

    頭金 孝仁  執行役員  農業･食品カンパニー 管理本部長兼グループ管理部長

           （現農業・食品カンパニー 管理本部長兼グループ管理部長）

井上 喜久栄 執行役員 東京広報室長

             （現東京広報室長）

     岩元 研治郎 執行役員  ケミカルカンパニー 生産･保安技術部長

                 兼コールケミカル事業部和歌山工場長

           （現ケミカル部門 生産･保安技術部長兼コールケミカル事業部和歌山工場長）

  中辻 博   執行役員 医療カンパニー 海外医療事業部長

                （現医療カンパニー メディカルイノベーション事業部長）

山岡 真木  執行役員 生活･エネルギーカンパニー 産業エネルギー 関連事業部長

     兼西日本営業部長

  （現生活･エネルギーカンパニー 産業エネルギー関連事業部長

兼西日本営業部長）

田中 耕治  執行役員 産業カンパニー 製造・品質管理部長

（現産業カンパニー 製造・品質管理部長）

飯田 剛    執行役員 産業カンパニー オンサイト事業部 鹿島工場長

         （現産業カンパニー オンサイト事業部 鹿島工場長）

垣見 康浩  執行役員 社長室 関連事業企画部長

         （現秘書室長）

  水船 亮    執行役員 医療カンパニー ホスピタル事業部長

             （現エア･ウォーター･メディエイチ㈱取締役）

  上村 浩    執行役員 中部支社長 中部エア･ウォーター㈱代表取締役社長

        （現中部支社長  中部エア･ウォーター㈱代表取締役社長）

②退任

  白石 恒之 （現執行役員 産業カンパニー オンサイト事業部和歌山工場長）
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③上席執行役員への昇任

松井 俊文 上席執行役員 広報･ＩＲ室長

                （現執行役員 広報･ＩＲ室長）

  加藤 尚嗣   上席執行役員 医療カンパニー 地域医療事業部長

                 （現執行役員 医療カンパニー医療ガス事業部長）

   松林 良祐 上席執行役員 エンジニアリング統括室長

            エア･ウォーター･プラントエンジニアリング㈱ 代表取締役社長

（現執行役員 エンジニアリング統括室長

             エア･ウォーター･プラントエンジニアリング㈱ 専務取締役）

  ④担当変更

  飯長 敦  上席執行役員 経営管理担当   

       （現上席執行役員 財務部担当 経営管理部長）

山本 博昭   執行役員 秘書室長

（現執行役員 近畿支社長 近畿エア･ウォーター㈱代表取締役社長）

  笹  誠司   執行役員 物流カンパニー 業務部長

       （現執行役員 物流戦略部長）

  西條 伸一郎 執行役員 農業・食品カンパニー 農産事業担当

                   マーケティング本部長兼事業開発部長

         （現農業･食品カンパニー マーケティング本部長兼事業開発部長）

（３）グループ執行役員の異動

①新任

東本 和行  グループ執行役員 エア･ウォーター・マテリアル㈱代表取締役社長

          （現エア･ウォーター･マテリアル㈱代表取締役副社長）

  渋谷 典生  グループ執行役員 エレンバリー･インダストリアル･ガシズ･リミテッド

取締役社長

                   （現エレンバリー･インダストリアル･ガシズ･リミテッド取締役社長）

  ②退任

  角谷 登   エア･ウォーター・プラントエンジニアリング㈱取締役会長

                  エア･ウォーター・マニュファクチュアリング㈱取締役会長

    （現グループ執行役員 エア･ウォーター・プラントエンジニアリング㈱

代表取締役社長）

梅田 嘉一   大宝産業㈱代表取締役社長

      （現グループ執行役員 大宝産業㈱代表取締役社長）

  松本 信 エア･ウォーター・マテリアル㈱代表取締役会長

          （現グループ執行役員エア･ウォーター･マテリアル㈱代表取締役社長）

川田 博一   物流カンパニー長

       （現グループ執行役員 エア･ウォーター物流㈱代表取締役社長）
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塩見 由男  近畿代表 近畿支社長 近畿エア･ウォーター㈱代表取締役社長

      （現グループ執行役員 エア･ウォーター炭酸㈱代表取締役社長）

  ③担当変更

安藤 勇治  農業・食品カンパニー 飲料事業担当

                 グループ執行役員 ゴールドパック㈱代表取締役社長

（現グループ執行役員 ゴールドパック㈱代表取締役社長）

鹿嶋 健夫  農業・食品カンパニー 食品ソリューション事業担当

       グループ執行役員 春雪さぶーる㈱代表取締役社長

（現グループ執行役員 春雪さぶーる㈱代表取締役社長）

（４）部門長の人事異動

  末長 純也  社長室 総合開発研究所長

（現総合開発研究所 産業関連ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ）

北川 裕二  社長室 経営企画部長

（現経営企画部）

森 誠治    経営管理部長

（現経営管理部 業績管理ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ）

豊田 貴文 調達部長

         （現総務部 調達ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ）

東 秀明   産業カンパニー オンサイト事業部 和歌山工場長  

         （現産業カンパニー オンサイト事業部 業務部長）

  國谷 晋吾   医療カンパニー くらしの医療事業部長

         （現㈱歯愛メディカル出向）

田中 慶誠  物流カンパニー 物流戦略部長

（現広報･ＩＲ室）

（５）関係会社代表者の人事異動

向出 敏行  エア･ウォーター物流㈱代表取締役社長

            （現エア･ウォーター物流㈱専務取締役）

  



6

３．役員の任免 【6月下旬：定時株主総会日付】

（１）取締役の新任

川田 博一  常務取締役 物流カンパニー長

           (物流カンパニー長）

塩見 由男 常務取締役 近畿代表 近畿支社長

近畿エア･ウォーター㈱代表取締役社長

        （近畿代表 近畿支社長 近畿エア･ウォーター㈱代表取締役社長）

梶原 克己  常務取締役 生活･エネルギーカンパニー長   

         （上席執行役員 生活･エネルギーカンパニー長）

飯長 敦  常務取締役 経営管理担当   

         （上席執行役員 経営管理担当）

豊永 昭弘  取締役 経理部長   

         （執行役員 経理部長）

（２）取締役の退任

藤田 昭  グループ執行役員

エア･ウォーター・マニュファクチュアリング㈱代表取締役社長

  長谷川 雅之   上席執行役員 社長室担当部長

波多野 和彦   グループ執行役員

エア･ウォーター炭酸㈱代表取締役社長

以 上


