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新明和工業株式会社 2020年3月3日

問い合わせ先：経営企画本部　広報・IR部　　　　電話　０７９８－５６－５００２

▼役員異動
（発令日：2020年4月1日）

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽ （【品質保証統括】）

取締役 副社長執行役員
【技術・CSR統括】
【航空機事業・経営企画本部・技術部担当】
経営企画本部長

石丸　寛二

▽【品質保証・製造統括】 （特装車事業部長）
取締役専務執行役員
【特装車事業担当】

田沼　勝之

▽【営業統括】
取締役常務執行役員
特装車事業部 次長 兼 営業本部長

伊丹　　淳

▽常務執行役員　特装車事業部長 （執行役員 特装車事業部 佐野工場長） 小田　浩一郎

▽執行役員　特装車事業部 佐野工場長 （特装車事業部 寒川工場長） 穐本　　崇

▼人事異動
（発令日：2020年4月1日）
【産機システム事業部】

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽上席担当部長
（産機システム事業部 環境システム本部　副
本部長 兼 営業部長）

長谷川　公三

▽上席担当部長
（産機システム事業部　製造本部長
　兼 製造部長）

森　　敏明

▽メカトロ本部長 （産機システム事業部 メカトロ部長） 藤本　 幸三
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【産機システム事業部】
新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽メカトロ本部　メカトロ部長
（産機システム事業部　メカトロ部
　副部長）

池尻　竜也

▽メカトロ本部　PBプロジェクト長 （産機システム事業部　PB部長） 岡本　浩一

▽製造部長
（産機システム事業部　製造本部
　製造部　担当部長）

渡部　裕司

▽環境システム本部　副本部長
産機システム事業部　環境システム本部
サービス部長

飯島　二郎

▽環境システム本部　営業部長
産機システム事業部　環境システム本部
営業部　営業グループ長

山本　哲也

【流体事業部】
新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽次長 流体事業部　営業本部長 石川　貞仁

▽ （流体事業部　次長）
新明和アクアテクサービス株式会社
取締役社長

島坂　忠宏

【パーキングシステム事業部】
新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽製品本部長
（パーキングシステム事業部
　システム本部長）

小森　保彦

▽営業本部　営業推進部長
（パーキングシステム事業部
　パーキング営業部長）

辻　　茂典

▽営業本部　パーキング営業部長
（パーキングシステム事業部　営業本部
　パーキング営業部 関東第一グループ長）

飯塚　信雄
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【パーキングシステム事業部】
新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽営業本部　メンテナンス営業部長
（パーキングシステム事業部
　メンテナンス本部　営業部長）

上田　公仁

【特装車事業部】
新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽営業本部　関東支店長 特装車事業部　営業本部　東京営業部長 二宮　武司

▽営業本部　九州支店　担当部長
（特装車事業部　営業本部
　関東支店長）

小宮　裕司

▽佐野工場　設計部長 特装車事業部　事業推進部　担当部長 横瀬　秀人

▽寒川工場長 （特装車事業部　佐野工場　設計部長） 増田　　健

▼機構改革
（発令日：2020年4月1日）
【産機システム事業部】
〇PB部をPBプロジェクトに改称する
〇メカトロ本部を新設し、メカトロ部とPBプロジェクトをその傘下に置く
〇製造本部を製造部に改称する

【パーキングシステム事業部】
〇システム本部を製品本部に改称する
〇営業本部の傘下に営業推進部を新設する
〇メンテナンス本部傘下の営業部を営業本部に移設し、メンテナンス営業部に改称する
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▼役員異動
（発令日：2020年6月23日）

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽監査役 （新明和パークテック株式会社　顧問） 佐野　博一

▽社外監査役
公益財団法人 京都大学教育研究振興財団 監事
カツヤマキカイ(株) 監査役(非常勤)

木村　文彦

▽退任 （監査役） 金井田　正一

▽退任 （社外監査役） 八木　春作

新職に記載の内容については、2020年6月23日開催予定の定時株主総会での選任を前提とします。
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2020年4月1日付経営体制

代表取締役　取締役社長 五十川　龍　之

取締役　副社長執行役員
経営企画本部長
【技術・CSR統括】
【航空機事業・経営企画本部・技術部担当】

石　丸　寛　二

取締役　専務執行役員
【品質保証＊・製造統括＊】【特装車事業担当＊】

田　沼　勝　之

取締役　常務執行役員
特装車事業部　次長　兼　同営業本部長
【営業統括＊】

伊　丹　　　淳

取締役　常務執行役員
人事総務部長
【人事統括】【人事総務部門・法務部担当】

西　岡　　　彰

取締役　常務執行役員
財務部長
【財務統括】【財務部門担当】

久　米　俊　樹

取締役 苅　田　祥　史 　※１

取締役 秀　島　信　也 　※１

取締役 長　井　聖　子 　※１

常務執行役員
流体事業部長
【流体事業担当】

椢　原　敬　士

常務執行役員
産機システム事業部長
【産機システム事業担当】

浅　野　隆　弘

常務執行役員
パーキングシステム事業部長
【パーキングシステム事業担当】

中　野　恭　介

常務執行役員
航空機事業部長

田　中　克　夫

常務執行役員＊
特装車事業部長＊

小　田　浩一郎

執行役員
経営企画本部　IT推進部長

深　井　浩　司

執行役員
特装車事業部 事業推進部長

富　田　政　行

執行役員
特装車事業部 広島工場長

長　尾　嘉　宏

執行役員
パーキングシステム事業部　次長

中　瀬　雅　嗣

執行役員
産機システム事業部　次長　兼　同線処理システム本部長

新　居　　　聡

執行役員＊
特装車事業部 佐野工場長＊

穐　本　　　崇

監査役 金井田　正　一

監査役 西　田　幸　司

監査役 八　木　春　作 　※2

監査役 金　田　友三郎 　※2

監査役 杦　山　栄　理 　※2

＊印を付した役職は、2020年4月1日付で就任予定です。

「※1」は社外取締役、「※2」は社外監査役を示しています。

兵庫県宝塚市新明和町１番１号

2020年3月3日

【   】内は、代表取締役の業務執行の補佐において、「担当」とあるのは、当該部門の運営等に関する経営責任を有
し、対外的に会社を代表する役割を示しています。また「統括」は、職掌纏めを示しています。

参考資料参考資料
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2020年6月23日付経営体制

代表取締役　取締役社長 五十川　龍　之

取締役　副社長執行役員
経営企画本部長
【技術・CSR統括】
【航空機事業・経営企画本部・技術部担当】

石　丸　寛　二

取締役　専務執行役員
【品質保証＊・製造統括＊】【特装車事業担当＊】

田　沼　勝　之

取締役　常務執行役員
特装車事業部　次長　兼　同営業本部長
【営業統括＊】

伊　丹　　　淳

取締役　常務執行役員
人事総務部長
【人事統括】【人事総務部門・法務部担当】

西　岡　　　彰

取締役　常務執行役員
財務部長
【財務統括】【財務部門担当】

久　米　俊　樹

取締役 苅　田　祥　史 　※１

取締役 秀　島　信　也 　※１

取締役 長　井　聖　子 　※１

常務執行役員
流体事業部長
【流体事業担当】

椢　原　敬　士

常務執行役員
産機システム事業部長
【産機システム事業担当】

浅　野　隆　弘

常務執行役員
パーキングシステム事業部長
【パーキングシステム事業担当】

中　野　恭　介

常務執行役員
航空機事業部長

田　中　克　夫

常務執行役員＊
特装車事業部長＊

小　田　浩一郎

執行役員
経営企画本部　IT推進部長

深　井　浩　司

執行役員
特装車事業部 事業推進部長

富　田　政　行

執行役員
特装車事業部 広島工場長

長　尾　嘉　宏

執行役員
パーキングシステム事業部　次長

中　瀬　雅　嗣

執行役員
産機システム事業部　次長　兼　同線処理システム本部長

新　居　　　聡

執行役員＊
特装車事業部 佐野工場長＊

穐　本　　　崇

監査役 西　田　幸　司

監査役 佐　野　博　一

監査役 金　田　友三郎 　※2

監査役 杦　山　栄　理 　※2

監査役 木　村　文　彦 　※2

取締役、新任及び重任予定の監査役については、2020年6月23日開催予定の定時株主総会での選任を前提とします。

＊印を付した役職は、2020年4月1日付で就任予定です。

「※1」は社外取締役、「※2」は社外監査役を示しています。

兵庫県宝塚市新明和町１番１号

2020年3月3日

【   】内は、代表取締役の業務執行の補佐において、「担当」とあるのは、当該部門の運営等に関する経営責任を有
し、対外的に会社を代表する役割を示しています。また「統括」は、職掌纏めを示しています。

参考資料参考資料
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