
2011年度　役員人事等のお知らせ（取締役、執行役員、フェロー、理事、顧問）

【執行役員】

１）執行役員　（2011年4月1日付）　　　＊ ：変更

氏名 新 旧

久保田　隆 社長（代表取締役） 社長（代表取締役）

菅野　洋一 副社長執行役員（代表取締役）
企画管理部門長

副社長執行役員（代表取締役）
企画管理部門長

* 川嶋　誠人 専務執行役員　ＣＦＯ
企画管理部門副部門長

顧問

小川　博 専務執行役員（代表取締役）
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門長

専務執行役員（代表取締役）
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門長

中島　純夫 常務執行役員（取締役）
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門特命担当

常務執行役員（取締役）
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門特命担当

横井　悟 常務執行役員（取締役）
営業部門長・兼ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門副部門長

常務執行役員（取締役）
営業部門長

小保方　一夫 常務執行役員（取締役）
ＣＳＲ総室管掌・兼業務監査室管掌

常務執行役員（取締役）
ＣＳＲ総室管掌・兼業務監査室管掌

腰塚　博美 常務執行役員（取締役）
技術開発事業部門長

常務執行役員（取締役）
技術開発事業部門長

木村　克俊 常務執行役員
財務・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ管理本部長

常務執行役員
企画管理部門副部門長・兼財務本部長

三浦　賢二郎 常務執行役員
業務部門長

常務執行役員
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門副部門長・兼ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ業務室長

澁谷　省吾 常務執行役員
技術部門長

常務執行役員
技術部門長

児島　雅彦 常務執行役員
経営企画本部長

常務執行役員
企画管理部門副部門長・兼経営企画本部長

* 白川　公一 常務執行役員
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門副部門長・兼PD

執行役員
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門副部門長・兼海外第２ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ本部長・兼
PD

* 上地　崇夫 常務執行役員
技術開発事業部門副部門長・兼事業開発本部長

執行役員
技術開発事業部門副部門長・兼営業部門副部門長・兼事
業開発本部長

柿崎　剛 執行役員
業務部門副部門長

執行役員
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ管理本部長

山下　栄作 執行役員
営業部門副部門長・兼営業統括本部長

執行役員
営業部門副部門長・兼営業第１本部長

清水　良亮 執行役員
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ推進本部長

執行役員
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門副部門長・兼ｸﾞﾙｰﾌﾟ企業統括本部長

堀田　研二 執行役員
総務人事本部長

執行役員
企画管理部門副部門長・兼総務人事本部長

長坂　勝雄 執行役員
営業部門副部門長

執行役員
営業部門副部門長・兼営業第２本部長

池田　誠一郎 執行役員
海外第２ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ本部長

執行役員
技術部門副部門長

粕谷　典行 執行役員
渉外・広報本部長

執行役員
企画管理部門副部門長・兼渉外・広報本部長

* 小川　光也 執行役員
海外第１ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ本部長

理事
海外第１ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ本部長

* 内田　信行 執行役員
技術部門副部門長・兼PM

理事
技術部門副部門長・兼PM
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２）退任執行役員（2011年3月31日付）

氏名 新 旧

柴田　博至 退任（4/1付特別顧問就任） 副社長執行役員（代表取締役）
CFO

三谷　学 退任（4/1付顧問就任） 常務執行役員
業務部門長

大沼　敏行 退任（4/1付顧問就任） 執行役員
社長室 ・兼秘書室長

【フェロー】

１）フェロー（2011年4月１日付）

氏名 新 旧

坂口　順一 フェロー
技術戦略研究所長

フェロー
技術戦略研究所長

藤間　銀治郎 フェロー
技術部門部門付・兼技術戦略研究所

フェロー
技術部門部門付・兼技術戦略研究所

２）退任フェロー（2011年3月31日付）

氏名 新 旧

中村　冨士男 退任（4/1付参与就任
　　　　　　　　ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門部門付）

フェロー
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門部門付

【理事】　　　　　　　　　　　　　　

１）新任理事（2011年3月1日付）　　　　　　　　

氏名 新 旧

風間　常則 理事
海外第４ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ本部本部長代行・兼PM

参事
海外第４ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ本部本部長代行・兼PM

2）理事（2011年4月1日付）　　　　　　　　＊ ：新任

氏名 新 旧

高野　久男 理事
業務部門部門付

理事
業務部門部門付

三松　史季 理事
国内第１ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ本部長

理事
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門副部門長・兼国内第１ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ本部長

丸山　誉次方 理事
技術開発事業部門副部門長・兼ｸﾞﾘｰﾝｴﾅｼﾞｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ本
部長

理事
技術開発事業部門副部門長・兼ｸﾞﾘｰﾝｴﾅｼﾞｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ本
部長

青木　由紀夫 理事
国内第２ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ本部長・兼PD

理事
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門副部門長・兼国内第２ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ本部長・兼
PD

池田　和美 理事
休職・人事部在籍・千代田ｱﾙﾏﾅｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ出向

理事
休職・人事部在籍・千代田ｱﾙﾏﾅｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ出向

長谷川　潤 理事
ＳＱＥ総室長

理事
ＳＱＥ総室長

中田　房雄 理事
ＨＳＥﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ室長

理事
ＨＳＥﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ室長

増川　順一 理事
企画管理部門部門付・兼ＩＴﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ室長

理事
企画管理部門部門付・兼ＩＴﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ室長

中野　護 理事
海外第３ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ本部長・兼PD

理事
海外第３ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ本部長・兼PD
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氏名 新 旧

藤沢　行 理事
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門在籍・PD

理事
海外第４ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ本部長・兼PD

中村　守孝 理事
技術部門副部門長

理事
ｶﾞｽ・ＬＮＧﾌﾟﾛｾｽ設計本部長

苅谷　俊行 理事
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門在籍・Senior EM

理事
電気制御設計本部長・兼経営企画本部本部付・兼Senior
EM

風間　常則 理事
海外第２ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ本部本部長代行・兼PM

理事
海外第４ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ本部本部長代行・兼PM

* 細野　恭生 理事
技術開発本部長

参事
技術開発本部長

* 小泉　裕 理事
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ工務本部長

参事
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ工務本部長

* 清水　千秋 理事
経営会議室長

参事
経営会議室長

3）退任理事（2011年3月31日付）

氏名 新 旧

向坊　温 退任（4/1付参与就任
　　　　　　　　ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ本部長）

理事
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ本部長

【顧問】

１）顧問（2011年4月1日付）　　　　　　　＊：新任

氏名 新 旧

* 柴田　博至 特別顧問 代表取締役副社長執行役員
CFO

香田　圓 顧問
社長補佐

顧問
社長補佐

小林　秀夫 顧問
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門長補佐

顧問
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門長補佐

* 三谷　学 顧問 常務執行役員
業務部門長

* 大沼　敏行 顧問 執行役員
社長室 ・兼秘書室長
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【取締役】

１）取締役（2011年6月23日付）　　　＊ ：新任

氏名 新 旧

久保田　隆 代表取締役社長 代表取締役社長

菅野　洋一 代表取締役副社長執行役員
企画管理部門長

代表取締役副社長執行役員
企画管理部門長

* 川嶋　誠人 代表取締役専務執行役員　ＣＦＯ
企画管理部門副部門長

専務執行役員　ＣＦＯ
企画管理部門副部門長

小川　博 代表取締役専務執行役員
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門長

代表取締役専務執行役員
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門長

横井　悟 取締役常務執行役員
営業部門長・兼ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門副部門長

取締役常務執行役員
営業部門長・兼ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門副部門長

小保方　一夫 取締役常務執行役員
ＣＳＲ総室管掌・兼業務監査室管掌

取締役常務執行役員
ＣＳＲ総室管掌・兼業務監査室管掌

腰塚　博美 取締役常務執行役員
技術開発事業部門長

取締役常務執行役員
技術開発事業部門長

* 澁谷　省吾 取締役常務執行役員
技術部門長

常務執行役員
技術部門長

大河　一司 取締役 取締役

2）退任取締役

（2011年3月31日付）

氏名 新 旧

柴田　博至 退任（4/1付特別顧問就任） 代表取締役副社長執行役員
CFO

（2011年6月23日付）

氏名 新 旧

中島　純夫 常務執行役員
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門特命担当

取締役常務執行役員
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門特命担当
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