
 
                                 平成 25 年 2 月 22 日 

各   位 

                        会 社 名: 東洋エンジニリング株式会社 

                        代表者名: 取締役社長 石 橋 克 基 

                         （コード番号：６３３０ 東証第一部） 

                        問合せ先: 総務部長  内 海 明 雄 
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役員の異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成 25 年 2 月 22 日(本日)開催の取締役会におきまして、以下の通り、役員の異動を

行うことを決定いたしましたのでお知らせいたします。 

             

１）取締役の異動 (平成 25 年 6 月 26 日開催予定株主総会に付議予定)  

    

1.1 新任取締役候補（平成 25 年 6 月 26 日付） 

（新役職名）    （氏 名）      （現役職名） 

取締役      中尾  清       常務執行役員  

専務執行役員   （なかお きよし）     平成 25 年 4 月 1日付 専務執行役員 

 

取締役      山口 正明       執行役員   

常務執行役員    （やまぐち まさあき）  平成 25 年 4 月 1日付 常務執行役員   

                     

1.2 退任予定取締役（平成 25 年 6 月 26 日付） 

（現役職名）    （氏 名）      （退任後の役職名） 

取締役副会長    副島 憲二         顧 問 

               （そえじま けんじ） 

 

取締役  濱村 光利 

常務執行役員    （はまむら みつとし）   フェロー 

       

２）執行役員の異動 

2.1 新任執行役員 

 

（平成 25 年 4 月 1 日付） 

    （新役職名）    （氏 名）   （現役職名）     

執行役員     北  昌彦    エンジニアリング統括本部長 

         （きた まさひこ） 

 

執行役員     永松 治夫    平成 25 年 4 月 1 日付 

          （ながまつ はるお） インフラ事業本部長代行 兼 

インフラ事業本部インフラプロジェクト本部長 

 

執行役員     井手 栄一        工事本部長 兼 海外安全対策室長 

         （いで えいいち） 
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 （平成 25 年 6 月 26 日付） 

           フェロー        濱村 光利 

                    （はまむら みつとし） 

   

2.2 昇格執行役員 

 

     （平成 25 年 4 月 1 日付） 

     （新役職名）      (氏 名)         (現役職名) 

取締役専務執行役員  松本 桂一 取締役常務執行役員 

            （まつもと けいいち） 調達本部長 兼  

                           IT 統括本部長 

 

取締役専務執行役員   内藤 貴也 取締役常務執行役員 

           （ないとう たかや）     

  

専務執行役員     中尾  清 常務執行役員 

 プラントプロジェクト  （なかお きよし）     東洋工程(上海)有限公司 

 統括本部長                    総経理  

 

常務執行役員     山口 正明        執行役員 

 経理財務本部長     （やまぐち まさあき）    経理財務本部長 

 

      常務執行役員     越川 昌治        執行役員 

 プラントプロジェクト （こしかわ しょうじ）   プロジェクト第二本部長          

統括本部長代行 兼 

       アジア大洋州プロジェクト本部長 
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「平成 25 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 永田 雄志 

    取締役副会長 副島 憲二 

◇取締役社長 (*)    石橋 克基   

◇取締役副社長 (*)    総山  誠    

◇取締役専務執行役員 (*)    椎木 秀樹 

取締役専務執行役員 (*)    松本 桂一 

取締役専務執行役員 (*)       内藤 貴也 

取締役常務執行役員 (*)    桑原  哲 

取締役常務執行役員 (*)       濱村 光利 

取締役常務執行役員 (*)    内田 正之    

常任監査役 島垣  誠  

監査役 木下 秀明  

社外監査役(非常勤) 佐藤 真吾  

社外監査役(非常勤)           篠原 善之   

(取締役 10 名   監査役 4 名)                    

    <注 1>  ◇: 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 ＞ 

専務執行役員          中尾  清 

常務執行役員                  A. Kumar  

常務執行役員          保里  忠 

常務執行役員          竹澤  優 

常務執行役員          大曽根 恒 

      常務執行役員          山口 正明 

      常務執行役員          越川 昌治 

執行役員           村山 和治 

執行役員           鴨島 元佳 

      執行役員           板倉 誠一 

       執行役員           喜田  裕 

       執行役員           今西 隆美 

       執行役員           佐藤 弘志 

       執行役員           小島 浩次 

       執行役員           芳澤 雅之 

       執行役員           岡  龍次 

       執行役員           柳  一也 

       執行役員           阿部 知久 

       執行役員           北  昌彦 

       執行役員           永松 治夫 

       執行役員           井手 栄一 

(執行役員 計 21 名)        

 

フェロー           木内 龍彦                  
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「平成 25 年 6 月 26 日以降の体制」 

   「取締役 監査役」 

＜役  位＞            ＜氏  名＞    

       取締役会長                     永田 雄志 

◇取締役社長     (*)    石橋 克基   

◇取締役副社長    (*)    総山  誠    

◇取締役専務執行役員 (*)    椎木 秀樹 

取締役専務執行役員 (*)    松本 桂一 

取締役専務執行役員 (*)       内藤 貴也 

取締役専務執行役員 (*)    中尾  清 

取締役常務執行役員 (*)    桑原  哲 

取締役常務執行役員 (*)       内田 正之 

取締役常務執行役員 (*)      山口 正明 

常任監査役 島垣  誠  

監査役                   木下 秀明  

社外監査役(非常勤) 佐藤 真吾  

社外監査役(非常勤)           篠原 善之   

(取締役 10 名  監査役 4 名)                    

  <注 1> ◇: 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                  A. Kumar  

常務執行役員          保里  忠 

常務執行役員          竹澤  優                            

常務執行役員          大曽根 恒 

      常務執行役員          越川 昌治 

執行役員           村山 和治 

執行役員           鴨島 元佳 

      執行役員           板倉 誠一 

       執行役員           喜田  裕 

       執行役員           今西 隆美 

       執行役員           佐藤 弘志 

       執行役員           小島 浩次 

       執行役員           芳澤 雅之 

       執行役員           岡  龍次 

       執行役員           柳  一也 

       執行役員           阿部 知久 

       執行役員           北  昌彦 

       執行役員           永松 治夫 

       執行役員           井手 栄一 

(執行役員 計 19 名) 

 

       フェロー           濱村 光利 

フェロー           木内 龍彦  

                           以 上   


