
 
 
 
 
 
 

平成 29 年 1 月 30 日 
各 位    E 

会 社 名  東京産業株式会社 
代表者名  代表取締役社長  里見  利夫 

（コード番号 8070、東証第一部） 
問合せ先  常務取締役管理本部長 須藤 隆志 

（TEL 03-5203-7690） 
 

組織変更および人事異動のお知らせ 
 
当社は、下記の通り組織変更および人事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。 
 

記 
 
１．組織変更（平成 29 年 4 月 1 日付） 
 (1) 企画本部関連 
   経理部を管理本部から移管し、企画本部は企画室、海外事業統括室、経理部、情報システム室

の１部３室制とする。 
 (2) 管理本部関連 
   経理部を企画本部に移管することにより、管理本部は総務人事部、法務室の１部１室制とする。 
 (3) 営業第一本部関連 
   ニュークリアエネルギー部を新設し、営業第一本部は電力部、ニュークリアエネルギー部、電

機部の３部制とする。 
 (4) 営業第二本部関連 
   営業第四本部 環境エネルギー第一部の環境関連業務および環境エネルギー第二部の海外ビジ

ネス関連業務を移管し、環境エネルギー部を新設する。これにより営業第二本部はケミカルエ

ンジニアリング第一部、ケミカルエンジニアリング第二部、環境エネルギー部の３部制とする。 
 (5) 営業第三本部関連 
   営業第四本部 環境エネルギー第二部の産業用プラント関連業務を移管し、産業システム部を新

設する。これにより、営業第三本部は電子精機部、産業システム部の２部制とする。 
 (6) 営業第四本部関連 
   包装資材関連および自動節水器関連業務の部門として包装資材部およびエコソリューション室

を新設し、また、その他業務を他本部へ移管することにより環境エネルギー第一部および環境

エネルギー第二部を廃す。これにより営業第四本部は 1 部 1 室制とする。 
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 (7) 仙台支店関連 
   仙台支店 機械部を廃す。 
 
２．取締役および執行役員の異動（平成 29 年 4 月１日付） 

新役職名 旧役職名 氏  名 

取締役 専務執行役員 
社長室長 

常務取締役 執行役員 
管理本部長 須藤  隆志 

取締役 常務執行役員 
営業第二本部長 

取締役 執行役員 
営業第二本部長 米山  嘉昭 

取締役 常務執行役員 
企画本部長  
兼 営業第四本部長 

取締役 執行役員 
企画本部長  
兼 営業第四本部長  

蒲 原  稔 

取締役  
（関西支店駐在） 

専務取締役 執行役員 
営業第三本部長 金巻  雄治 

取締役  
仙台支店長 
兼 仙台支店 電力部長 

常務取締役 執行役員 
営業第一本部長 伊 藤  宏 

取締役  
営業第五本部付 

常務取締役 執行役員 
営業第五本部長 伊藤  一郎 

取締役 
営業第一本部付 

取締役 執行役員 
仙台支店長 布施  芳樹 

常務執行役員 
営業第五本部長  

執行役員 
営業第二本部 副本部長 髙林  俊也 

上席執行役員 
営業第一本部長 

執行役員 
営業第一本部 副本部長 大川原 正樹 

執行役員 
営業第一本部 本部長代理 

営業第一本部 本部長代理 中里  博人 

執行役員 
管理本部長 
兼 総務人事部長 

管理本部  
総務人事部長 堀  哲 雄 

執行役員 
名古屋支店長 

名古屋支店長 馬場  紳一 

執行役員 
営業第三本部長 
兼 産業システム部長 

西日本統括 
兼 関西支店長 戸坂  泰之 

 
 
 
 



３．人事異動（平成 29 年 4 月 1 日付） 
新役職名 旧役職名 氏  名 

営業第一本部 
ニュークリアエネルギー部長 新潟支店長 樋口  秀一 

営業第二本部 副本部長 
兼 環境エネルギー部長 福島支店長 小林  久一 

営業第四本部 
包装資材部長 

営業第四本部 
環境エネルギー第一部 
副部長 

段松  幸樹 

営業第四本部 
エコソリューション室長 

営業第四本部 
環境エネルギー第一部 小 林  剛 

営業第五本部 
プラント機器部長 

営業第五本部 
プラント機器部 副部長 出口  邦彦 

監査室長 企画本部 
情報システム室長 原  昌 二 

企画本部 
経理部長 

管理本部 
経理部長 田沢  健次 

企画本部 
情報システム室長 

管理本部 
総務人事部 副部長 田中  直之 

新潟支店長 仙台支店 電力部長 福留  健二 

福島支店長 福島支店 副支店長 藤貫  賢司 

静岡支店 副支店長 
営業第二本部 
ケミカルエンジニアリング第

一部  
疋田  良彦 

名古屋支店 副支店長 
兼 名古屋支店 機械部長 名古屋支店 機械部長 上原  弘司 

西日本統括 
兼 関西支店長 
兼 関西支店 機械第一部長 

営業第五本部 
プラント機器部長 
兼 関西支店 機械第一部長 

遠 藤  徹 

関西支店 副支店長 
兼 関西支店 機械第二部長 関西支店 機械第二部長 小山  雅之 

 
以 上 
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