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２０１４年５月１４日

                       エア・ウォーター株式会社

（証券コード ４０８８）

東証･大証 各一部・札証

組織変更ならびに主要人事異動の件

2014年6月26日付の組織変更ならびに役員等の主要人事異動を以下の通り行います。

記

１．組織変更

（１）「農業・食品カンパニー」を新設し、農業戦略部、ＡＷ・ウォーター事業部を編入するととも

に、カンパニー長の指揮下で、農業・食品分野の成長戦略を加速させる。

（２）「福祉介護事業部」を医療カンパニーに編入し、事業戦略の統合と組織運営の一体化を図る。

（３）「電力事業戦略部」を新設し、発電事業の具体的な計画の立案及び推進を行う。

（４）「物流戦略部」を新設し、既存物流会社の収益力の向上と今後の事業拡大に向けた戦略策定を行う。

（５）事業企画部を「関連事業企画部」に改称し、グループ全体のシナジー拡大及び総合力の発揮に

より、「ねずみの集団経営」をより実効あるものとする。

２．主要人事異動

（１）取締役の任免

①新任

取締役  堤   英雄  関連事業企画部長

（現 グループ執行役員 エア・ウォーター防災㈱代表取締役社長）

取締役  長谷川 雅之  技術統括  ㈱エア・ウォーター総合開発研究所 代表取締役社長

（現 ㈱エア・ウォーター総合開発研究所 取締役事業研究部長）

取締役 波多野 和彦  ＣＳＲ推進担当 コンプライアンスセンター長

（現 執行役員 事業企画部長）

取締役  坂本  由紀子 社外取締役

（元 参議院議員、元 厚生労働省職業能力開発局長）
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②昇任

常務取締役 町田  正人  農業･食品カンパニー長

（現取締役 経営企画担当 経営企画部長）

③退任

取締役副社長 吉野  明  ［会長付顧問 就任］

専務取締役 泉田 孝  ［顧問（農業戦略担当）就任］

取締役    佐伯 憲康 ［グループ執行役員 エア・ウォーター・ゾル㈱代表取締役社長 就任］

（２）取締役の担当変更

氏  名 新担当 現担当

取締役 村上 幸夫
産業カンパニー 産業ガス関連事業

部長 兼産業機材事業部長

近畿支社長

近畿エア・ウォーター㈱代表取締役社長

取締役 白井 清司 経営企画部長
産業カンパニー産業ガス関連事業部長

兼産業機材事業部長

（３）執行役員の任免

①新任

執行役員  松井 俊文  広報・ＩＲ室長

（現 広報・ＩＲ室担当部長）

執行役員  小玉 尚広  電力事業戦略部長

（現 生活・エネルギーカンパニー

エネルギーソリューション事業部長兼市場開発部長）

執行役員    加藤 尚嗣  医療カンパニー 医療ガス事業部長

(現 日本産業・医療ガス協会出向）

執行役員  笹  誠司  物流戦略部長

（現 調達部長）

執行役員    豊永 昭弘  経理部長

（現 経理部長）

執行役員    松林 良祐  産業カンパニー エンジニアリング事業部長

（現 産業カンパニー エンジニアリング事業部長）
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②昇任

  上席執行役員 飯長 敦  財務部長 兼経営管理部長

（現 執行役員 経営管理部長)

③退任

上席執行役員 岸   貞行 ［顧問（広報･IR担当）就任］

   上席執行役員 柳澤  寛民 ［顧問（財務担当）就任］

執行役員    波多野 和彦 ［取締役就任］

執行役員    田中 良典 ［経営企画部担当部長就任］

執行役員  都築 康彦 ［エア・ウォーター・マッハ㈱代表取締役社長就任］

（４）執行役員の担当変更

氏  名 新担当 現担当

上席

執行役員
山本 健介

電力事業戦略部担当  

海外企画部長 兼経営企画部担当部長
経営企画部担当部長

（５）グループ執行役員の任免

①新任

グループ執行役員 佐伯 憲康  エア・ウォーター・ゾル㈱代表取締役社長

                  （現 取締役 ＣＳＲ推進担当 コンプライアンスセンター長）

②退任

    グループ執行役員  諏訪 晋一 ［エア・ウォーター・マッハ㈱取締役相談役就任］

    グループ執行役員  丸山 謙作 ［井上喜㈱顧問就任］

（６）グループ執行役員の担当変更

氏  名 新担当 現担当

グループ

執行役員
松本 信

井上喜㈱

代表取締役社長

春雪さぶーる㈱

代表取締役社長

グループ

執行役員
川合 弘

ゴールドパック㈱

代表取締役社長

エア・ウォーター・ゾル㈱

代表取締役社長
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（７）部門長等の人事異動

氏  名 新役職 現役職

齋藤 篤志 調達部長
医療カンパニー

企画・管理部長

石山 孝司
生活･エネルギーカンパニー

エネルギー関連事業部長

北海道エア・ウォーター㈱

道北支店長

田中 豪
近畿支社長

近畿エア・ウォーター㈱代表取締役社長

産業カンパニー            

産業ガス関連事業部 エアガス部長

西村 浩和
中･四国支社長

中･四国エア・ウォーター㈱代表取締役社長

中･四国エア・ウォーター㈱

取締役広島支店長

中村 英己
九州支社長

九州エア・ウォーター㈱代表取締役社長

九州エア・ウォーター㈱

取締役北九州支店長

（８）グループ会社代表者等の人事異動

氏  名 新役職 現役職

鹿嶋 健夫
春雪さぶーる㈱

代表取締役社長

春雪さぶーる㈱

専務取締役

青田 良一
エア･ウォーター防災㈱

代表取締役社長

エア･ウォーター防災㈱

常務取締役

茨木 敏
エア･ウォーター・ベルパール㈱

代表取締役社長

エア･ウォーター・ベルパール㈱

常務取締役

小林 隆
北海道エア・ウォーター㈱

常務取締役

生活･エネルギーカンパニー

エネルギー関連事業部長

兼企画・管理部長

  以 上

    【本件に関するお問合せ先】

  ◇ エア・ウォーター株式会社 広報・ＩＲ室

                 〒542-0081 大阪市中央区南船場２丁目１２番８号

            TEL．06-6252-3966 ／ FAX．06-6252-3965


