
2019年５月 13日 

各      位 

会 社 名  イーグル工業株式会社 

代表者名 代表取締役社長 鶴 鉄二 

（コード番号 6486   東証第 1 部） 

問合せ先  総務部長   池田樹人 

（ T E L． 0 3－ 3 4 3 2－ 3 8 9 2） 

代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ 

2019 年５月 13 日の取締役会において、任期満了に伴う改選により代表取締役の異動及び役員人事を内

定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

１． 新旧代表取締役の異動（2019 年 6 月 25 日付） 

（１） 新任 

  （氏 名）鶴田 英一 

  （役 職）代表取締役専務 業務本部長 

（２）退任 

（氏 名）青野 文章 

（役 職）代表取締役専務 グローバル生産統括室長  

注1． 退任する青野文章氏は相談役に就任いたします。 

注2． 6 月 25 日付をもってグローバル生産統括室は経営企画室へ統合いたします。 

２．取締役候補者（2019 年６月 25 日付）   （※変更箇所には下線を入れています） 

新 氏名 現 

重任 代表取締役会長兼社長 鶴 鉄二 代表取締役会長兼社長 

新任 代表取締役専務 業務本部長 鶴田英一 常務執行役員 業務本部長 

重任 専務取締役 営業本部長 安部信二 専務取締役 営業本部長 

重任 専務取締役 技術本部長 
上村訓右 

（工学博士） 
専務取締役 技術本部長 

重任 専務取締役 経営企画室長 中尾正樹 専務取締役 経営企画室長 

重任 取締役 法眼健作 取締役 

重任 取締役 藤岡 誠 取締役 

注．取締役候補者法眼健作、藤岡誠の両氏は、社外取締役候補者であります。 

３．監査役候補者（2019 年６月 25 日付） 

新 氏名 現 

新任 常勤監査役 林 大資 財経本部主幹 



新任 監査役 前原 望 ＮＯＫ株式会社事業推進本部付 

注１．現任常勤監査役 稲葉眞弘および監査役 藤井雅信の両氏は任期満了に伴い退任いたします。なお、

稲葉眞弘氏は、退任後、顧問に就任いたします。 

注２．前原望氏は、社外監査役候補者であります。 

注３．現任常勤監査役 下村孝夫氏及び監査役 森良次氏、梶谷篤氏に異動はありません。 

４．執行役員候補者（2019 年６月 25 日付）   （※変更箇所には下線を入れています） 

新 氏名 現 

重任 

常務執行役員 経営企画室副室長 

（Eagle Holding Europe B.V. 

取締役社長） 

山口敏之 

常務執行役員  

グローバル生産統括室副室長 

（Eagle Holding Europe B.V. 

取締役社長） 

重任 常務執行役員 SI 事業統括室副室長 土屋孝文 常務執行役員 SI 事業統括室副室長 

重任 常務執行役員 技術本部副本部長 杉本倫彦 常務執行役員 技術本部副本部長 

重任 常務執行役員 財経本部長 池田澄男 常務執行役員 財経本部長 

重任 常務執行役員 SI 事業統括室長 野中章行 常務執行役員 SI 事業統括室長 

重任 執行役員 技術本部副本部長 
伊藤正伸 

（工学博士） 
執行役員 技術本部副本部長 

重任 

執行役員 

（EKK Eagle Industry Mexico 

S.A.de C.V. 取締役社長） 

後藤秀典 

執行役員 

（EKK Eagle Industry Mexico 

   S.A.de C.V. 取締役社長） 

重任 執行役員 SI 事業統括室副室長 荒木誠一郎 執行役員 SI 事業統括室副室長 

重任 執行役員 技術本部副本部長 
吉柳健二 

（工学博士） 
執行役員 技術本部副本部長 

重任 
執行役員  

グローバル品質・環境管理室長 
若林純一 

執行役員  

グローバル品質・環境管理室長 

重任 
執行役員 技術本部副本部長 

兼 AI・CI 事業部副事業部長 

平田 養 
（工学博士） 

執行役員 技術本部副本部長 

重任 執行役員 航空宇宙事業部長 松本洋志 執行役員 航空宇宙事業部長 

重任 執行役員 EB 事業統括室長 村上佳津宏 執行役員 EB 事業統括室長 

重任 執行役員 業務本部副本部長 軽部一男 執行役員 EB 事業統括室副室長 

重任 執行役員 舶用事業部長 藤井 清 執行役員 舶用事業部長 

重任 執行役員 営業本部副本部長 山本英貴 執行役員 営業本部副本部長 

重任 執行役員 AI・CI 事業部長 嶋田雅英 執行役員 AI・CI 事業部副事業部長 

新任 
執行役員 

（EKK Eagle America, Inc. President） 

Chad 

Pottenger 
EKK Eagle America, Inc. President 

新任 

執行役員 

（Eagle Industry (WUXI) Co., Ltd. 

  総経理） 

永吉一明 
Eagle Industry (WUXI) Co., Ltd. 

総経理 

新任 執行役員 財経本部副本部長 射場泰光 財経本部副本部長 

新任 執行役員 経営企画室副室長 德田晋一 経営企画室副室長 

注．現任常務執行役員 掛田幸紀および執行役員 山本純生の両氏は、任期満了に伴い退任いたします。 

以  上 


