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平成２９年５月１２日

各 位

会社名    東邦チタニウム株式会社

代表者名   代表取締役社長 加賀美 和夫

コード番号  ５７２７（東証第一部）    

問合せ先 総務人事部長   玉井 和典

（電話番号 ０４６７－８７－２８３０）

代表取締役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、下記のとおり代表取締役の異動を内定いたしま

したので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、本年６月２２日開催予定の当社第８６期定時株主総会及び

その後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

１．異動の理由

役員人事に伴う代表権の異動

２．新旧代表取締役の氏名及び役職名

（新任）

氏 名 新役職 現役職

西山
にしやま

佳
よし

宏
ひろ 代表取締役社長

社長執行役員

ＪＸ金属株式会社

取締役常務執行役員

パンパシフィック・カッパー株式会社

代表取締役社長

社長執行役員

（退任）

氏 名 新役職 現役職

加賀美
か が み

和夫
か ず お

相談役（常勤）
代表取締役社長

社長執行役員
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３．新任代表取締役の略歴

氏   名

(生年月日)
略       歴 所有株式数

西 山 佳 宏

(昭和30年９月24日生)

昭和53年４月 日本鉱業株式会社入社
平成15年６月 パンパシフィック・カッパー株式

会社取締役執行役員（平成22年３
月退任）

平成20年４月 日鉱金属株式会社執行役員
平成22年４月 同社顧問
        ＬＳ－ニッコー・カッパー株式会

社共同代表理事社長
平成24年４月 同社共同代表理事副会長（平成25

年３月退任）
平成25年４月 ＪＸ日鉱日石金属株式会社常務執行

役員
        同社金属事業本部副本部長、企画

部管掌
        パンパシフィック・カッパー株式

会社常務執行役員
        同社経営企画部・営業部管掌
平成25年６月 ＪＸ日鉱日石金属株式会社取締役常

務執行役員
        パンパシフィック・カッパー株式

会社取締役常務執行役員
平成26年６月 ＪＸ日鉱日石金属株式会社金属事

業本部長
        パンパシフィック・カッパー株式

会社取締役副社長執行役員
        同社社長補佐、経営企画部・営業

部・原料部管掌
平成27年６月 パンパシフィック・カッパー株式

会社代表取締役社長 社長執行役
員（現在に至る）

平成28年１月 ＪＸ金属株式会社取締役常務執行役
員（現在に至る）

        同社金属事業本部長（現在に至る）

2,000株

４．異動予定日

平成 29 年６月 22 日

（添付資料）役員等の人事について

以 上



役員等の人事について（平成 29年 6月 22 日付）（内定）

１．取締役

（１）重任

占部 知之

高取 英男

松木 教彰

村山 誠一

村沢 義久

井窪 保彦

（２）退任

    加賀美 和夫 （当社 相談役（常勤）に就任予定）

    金井 良一

    滝 千博   （当社 顧問（常勤）に就任予定）

（３）新任

西山 佳宏（現 JX 金属株式会社 取締役常務執行役員

        パンパシフィック・カッパー株式会社 代表取締役社長）

松原 浩 （現 執行役員）

松尾 寿二（現 執行役員）

（４）代表権者の選任

     代表取締役社長  西山 佳宏

     代表取締役    占部 知之

            

２．相談役

（１）新任

    加賀美 和夫（常勤）



３．執行役員

（１）重任

占部 知之

高取 英男

安保 重男

松原 浩

西山 房宏

前川 豪智

松尾 寿二

片岡 拓雄

新良貴 健

藤井 秀樹

（２）退任

加賀美 和夫

金井 良一

滝 千博  

（３）昇任

副社長執行役員 高取 英男（現 専務執行役員）

常務執行役員 松原 浩 （現 執行役員）

常務執行役員 西山 房宏（現 執行役員）

（４）新任

西山 佳宏（現 JX 金属株式会社 取締役常務執行役員

        パンパシフィック・カッパー株式会社 代表取締役社長）

菊地 耕二（現 内部統制推進室長 兼 経営企画部主席技師）

以 上



取締役、監査役、相談役及び執行役員（平成 29 年 6 月 22 日現在）

１．取締役及び監査役

役 職 名 氏   名

代表取締役社長 西山 佳宏

代表取締役 占部 知之

取締役 高取 英男

取締役 松原 浩

取締役 松尾 寿二

取締役（非常勤） 松木 教彰

取締役（非常勤） 村山 誠一

取締役（非常勤） 村沢 義久

取締役（非常勤） 井窪 保彦

監査役 小田 高士

監査役（非常勤） 黒澤 誠一

監査役（非常勤） 正親町 義彦

                取締役９名、監査役３名

２．相談役

役 職 名 氏   名

相談役（常勤） 加賀美 和夫



３．執行役員

役 職 名 氏   名 委 嘱 業 務

社長執行役員 西山 佳宏

副社長執行役員 占部 知之
全般補佐

特命事項担当

副社長執行役員 高取 英男 チタン事業統括本部長

常務執行役員 安保 重男

チタン事業統括本部サウジプロジェクト本部長

Advanced Metal Industries Cluster and Toho 

Titanium Metal Company Limited COO

常務執行役員 松原 浩 経営企画部・総務人事部・経理部・情報システム部管掌

常務執行役員 西山 房宏

チタン事業統括本部副本部長

チタン事業統括本部チタン生産本部長

茅ケ崎工場長

執行役員 前川 豪智

チタン事業統括本部副本部長

チタン事業統括本部チタン営業本部長

チタン事業統括本部総括室長

執行役員 松尾 寿二
機能化学品事業本部長

東邦マテリアル㈱代表取締役社長

執行役員 片岡 拓雄
機能化学品事業本部副本部長

機能化学品事業本部触媒統括部長

執行役員 新良貴 健
チタン事業統括本部チタン技術部長

チタン事業統括本部総括室審議役

執行役員 藤井 秀樹 技術開発本部長

執行役員 菊地 耕二
内部統制推進室・環境安全部・購買運輸部・品質管理部・

設備技術部管掌

   １２名

以 上


