
 

平成 25 年 5 月 9 日 

各  位 

会 社 名 丸一鋼管株式会社 

代表者名 取締役社長 鈴木 博之 

(コード番号 5463 東証・大証 第 1 部) 

問合せ先 取締役常務執行役員総務部長 鈴木省三 

(TEL：06‐6531‐0101) 

 

人事異動のお知らせ 

 

 当社は、平成 25 年 5 月 9 日開催の取締役会にて、平成 25 年 6 月 25 日開催予定の第 79 回定時株

主総会および総会後の取締役会の決議をもって、定時株主総会以降の取締役・監査役および執行役員

の体制を下記とすることを内定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．会長・社長の異動について 

 

1} 異動の内容 

新 役 職 現 役 職 氏 名 

代表取締役会長兼 CEO 
代表取締役社長 

社長執行役員 
鈴木  博之 

代表取締役社長兼 COO 
代表取締役 

副社長執行役員 
吉村  貴典 

 

2} 異動の理由 

   当社グループでは昨年 4 月から第 3 次中期経営計画を始動させておりますが、国内外におけ

る主要なプロジェクトが相次いで稼働の段階を迎えることから、経営体制及び業務執行の充実

を図るものであります。 

 

3} 異動予定日 

  平成 25 年 6 月開催予定の株主総会後の取締役会において選定予定 

 

4} 会長・社長内定者略歴 

  別紙ご参照 

 

 

 

 



２．役員の異動 

 

1} 新任取締役候補        中野 健二郎（新任、現 社外監査役） 

(注)中野 健二郎氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。 

  

2} 新任監査役候補        奥村 萬壽雄（新任） 

(注)奥村 萬壽雄氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 8 号に定める社外監査役候補者であります。 

         ※略歴別紙ご参照 

 3} 退任予定取締役        吉村 精仁 （相談役に就任予定） 

 

 4} 辞任予定監査役        中野 健二郎（社外取締役に就任予定） 

 

 

３．定時株主総会以降の取締役・監査役および執行役員の体制 

 

《取締役》  

 代表取締役会長兼 CEO       鈴木  博之 

代表取締役社長兼 COO     吉村  貴典 

取  締  役               堀川  大仁 

  取  締  役              鈴木  省三 

    取  締  役             目黒 義隆 

取 締 役          高砂 芳文 

取 締 役（社外）      中野 健二郎（新任） 

 

《監査役》 

常勤監査役          松見   隆 

    監 査 役（社外）      島津  和博 

    監 査 役（社外）      佐々木 寛治 

    監 査 役（社外）      奥村  萬壽雄（新任） 

 

 

《執行役員》 

 【会長執行役員 兼 CEO】      鈴木 博之    (現 社長執行役員) 

 

 【社長執行役員 兼 COO】      吉村 貴典    (現 副社長執行役員 

社長補佐・生産/技術部門 

                                特品事業部管掌 

LSB 事業管掌) 

 【副社長執行役員】 

営業部門担当        堀川 大仁    (現 副社長執行役員 

北海道地区管掌                         社長補佐・営業部門 

                                     北海道地区管掌） 

 



【常務執行役員】 

       管理部門担当         鈴木 省三    (現 常務執行役員 

総務部長                                           社長補佐・管理部門 

                                    総務部長) 

 

ベトナム国          和田 勇司     (現 常務執行役員 

ﾏﾙｲﾁ･ｻﾝ･ｽﾁｰﾙ･ｼﾞｮｲﾝﾄ･                 ベトナム国 

ｽﾄｯｸ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ総経理                                ﾏﾙｲﾁ・ｻﾝ･ｽﾁｰﾙ･ｼﾞｮｲﾝﾄ･ 

ｽﾄｯｸ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ総経理) 

 

東京事務所長          目黒 義隆    (現 常務執行役員 東京事務所長)  

 

堺工場長兼大阪工場長   高砂 芳文     (現 執行役員 堺工場長 

兼品質統括部長                   兼大阪工場長兼品質統括部長 

兼カスガ工業株式会社社長                         兼カスガ工業株式会社社長) 

 

【執行役員】 

大阪事務所長             堀川 輝行    (現 執行役員 大阪事務所長) 

 

東京工場長            岩崎 幸雄    (現 執行役員 東京工場長 

兼東京第二工場長                     兼東京第二工場長) 

 

営業部長             藤  真治    (現 執行役員 営業部長 

兼西部地区営業管掌                  兼西部地区営業管掌 

兼九州丸一鋼管株式会社社長                       兼九州丸一鋼管株式会社社長) 

 

名古屋事務所長           仲野 敬人     (現 執行役員 名古屋事務所長) 

 

ベトナム国            酒井 康行     (現 執行役員 ベトナム国 

ﾏﾙｲﾁ･ｻﾝ･ｽﾁｰﾙ･ｼﾞｮｲﾝﾄ･                ﾏﾙｲﾁ･ｻﾝ･ｽﾁｰﾙ･ｼﾞｮｲﾝﾄ･ 

ｽﾄｯｸ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ副総経理                ｽﾄｯｸ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ副総経理） 

 

社長室長           竹内  健     (現 執行役員 社長室長) 

 

      MP 開発・ISO 室長     岡野 洋一郎   (現 執行役員  MP 開発・ISO 室長) 

 

     設備技術室長        角野   実    (現 執行役員 設備技術室長) 

 

     経理部長          河村 康生    (現 執行役員 経理部長) 

 

以 上 

 

 



【添付資料】 

略  歴 

 

・氏   名： 鈴木 博之（すずき ひろゆき）         

・生年月日 ： 昭和２１年２月７日 

・所有株式数： ８１,５００株 

・学   歴： 東京大学工学部機械工学科卒業 

・職   歴： 昭和５５年 ７月  住友商事㈱退社 

昭和５５年 ８月  当社入社 

昭和５７年１１月  当社アメリカ事務所長 

        昭和５８年 ６月  当社取締役 

        平成 ２年 ６月  当社常務取締役営業部長 

                  西部地区営業管掌 

        平成 ９年 ６月  当社専務取締役東部地区管掌 

平成１１年 ６月  当社代表取締役副社長 

          社長補佐 

平成１５年 ４月  当社代表取締役社長 

平成１５年 ６月  当社代表取締役社長 

社長執行役員（現任） 

平成２５年 ６月  当社代表取締役会長兼 CEO 

会長執行役員兼 CEO（予定） 

 

 

                                   以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



略  歴 

 

・氏   名： 吉村 貴典（よしむら よしのり）         

・生年月日 ： 昭和３２年６月１６日 

・所有株式数： ２４９,０００株 

・学   歴： 大阪大学工学部産業機械工学科卒業 

・職   歴： 昭和５６年 ３月  当社入社 

平成 ６年１２月  鹿島特品工場長 

平成 ９年 １月  東京工場長 

平成 ９年 ６月  当社取締役 

平成１５年 ６月  当社取締役退任 

          執行役員特品事業部長 

           平成１７年 ６月  当社取締役 

                     常務執行役員特品事業部長 

平成１８年 ４月  当社取締役常務執行役員 

社長補佐・生産／技術部門 

西部地区工場管掌 

特品事業部長 

平成２０年 ６月  当社取締役専務執行役員 

社長補佐・生産／技術部門 

特品事業部長 

平成２１年 ４月  当社取締役専務執行役員 

社長補佐・生産／技術部門 

特品事業部管掌 

四国丸一鋼管㈱代表取締役社長（現任） 

平成２２年 ６月  当社取締役専務執行役員 

社長補佐・生産／技術部門 

特品事業部管掌 

LSB 事業管掌 

平成２３年 ６月  当社代表取締役副社長執行役員 

社長補佐・生産／技術部門 

特品事業部管掌 

LSB 事業管掌（現任） 

平成２５年 ６月  当社代表取締役社長兼 COO 

                       社長執行役員兼 COO（予定） 

 

 

                                   以上 

 

 

 

 

 



略  歴 

 

・氏   名： 奥村 萬壽雄（おくむら ますお）         

・生年月日 ： 昭和２２年１１月８日 

・所有株式数： ０株 

・学   歴： 東京大学法学部卒業 

・職   歴： 昭和４６年 ７月  警察庁採用 

        昭和４９年 ８月  愛媛県警察本部刑事部捜査第二課長 

        昭和５１年 １月  外務省領事移住部領事第一課 

        昭和５３年 １月  神奈川県警察本部警備部外事課長 

        昭和５４年 ８月  警察庁警務局人事課課長補佐 

        昭和５８年 ４月  在ユーゴスラビア日本国大使館一等書記官 

        昭和６１年 ４月  内閣調査室国際部調査官 

        昭和６２年 ６月  神奈川県警察本部警備部長 

        平成 元年 ４月  警視庁第一方面本部長 

        平成 ３年 １月  徳島県警察本部長 

        平成 ４年 １月  警察庁警備局外事第一課長 

        平成 ５年 １月  内閣情報調査室国際主幹 

        平成 ７年 ９月  警察庁長官官房総務課長 

        平成 ９年 １月  警察庁長官官房審議官（警備局担当） 

        平成１０年 ３月  警視庁公安部長 

        平成１１年 ８月  警視庁警務部長 

        平成１２年 １月  警視庁副総監 

        平成１３年 ５月  大阪府警察本部長 

        平成１４年 ８月  警察庁警備局長 

        平成１６年 １月  警視総監 

        平成１８年 １月  退官 

        平成１８年 ３月  財団法人全日本交通安全協会(現一般財団法人全

日本交通安全協会) 理事長（現任） 

        平成２２年 ６月  株式会社テレビ朝日 社外監査役（現任） 

        平成２３年 ６月  シャープ株式会社 社外監査役（現任） 

        平成２５年 ６月  当社社外監査役（予定） 

 

以上 

 


