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２００９年５月１５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 

 

組織変更及び人事異動の件 

 

  ２００９年６月２６日付の組織変更及び取締役等の主要人事異動を以下の通り行います。 

 

記 

 

１．組織体制見直しの趣旨 

経営環境の変化に迅速かつ適切に対応していく体制とするため、現在の事業本部制を見直し、権限と責任を

より明確にした「カンパニー制（社内分社）」を導入する。本社機構は「コーポレート本社」、「技術本部」として、カ

ンパニーを支援する体制を整える。 

 

２．組織変更 

（１）カンパニー制（社内分社）の導入 

エア・ウォーター本体に事業の中核を置いて推進する事業は、従来の事業本部あるいは事業部に代えて、 

産業、医療、北海道（エネルギーを含む）、エレクトロニクス、オンサイト、エンジニアリング、ケミカルの７つの 

カンパニーに再編する。 

新組織 対応する現組織 

産業カンパニー 産業事業本部 

医療カンパニー 医療事業本部 

北海道カンパニー 北海道支社、エネルギー事業本部 

エレクトロニクスカンパニー 先端事業部、産業事業本部 

オンサイトカンパニー プラント事業本部オンサイト事業部 

エンジニアリングカンパニー プラント事業本部プラントエンジニアリング事業部 

ケミカルカンパニー ケミカル事業本部 
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（２）コーポレート本社 

コーポレート本社は各管理部門によって構成し、エア・ウォーター本体の本部機構並びに関係会社の持株

本社としての機能を持つ。 

新組織 対応する現組織 

経営企画部 第一総合企画室、第二総合企画室 

経営管理部 
第一総合企画室、経理部、 

シェアード･サービスセンター 

広報・ＩＲ室 広報室 

物流部 物流事業部 

 

（３）技術本部 

技術本部はグループの技術運営に関する全社組織とし、本部内に研究開発の実行組織である総合開発

研究所とスタッフ機能充実のため技術総括部を新設する。 

（４）その他事業開発部門 

中期的な事業の発展が期待でき、将来の当社の柱となり得る事業分野を事業開発部門として位置付け、エ

コ･ロッカ事業部、ベルパール事業部、情報電子材料事業部、ＮＶ事業部を編入する。さらに海外事業の企画、

立案、推進を行う組織として海外室を新設する。 

 

３．主要人事異動 

(１)取締役の任免 

 ①新任 

  常務取締役  泉田  孝   コーポレート本社 経営企画部長  

 （現会長付特命担当） 

  取締役     半田 忠彦   コーポレート本社 コンプライアンスセンター長  

（現常勤監査役） 

取締役     堤  英雄   コーポレート本社 経営企画部 経営企画担当部長  

（現執行役員 第一総合企画室 経営管理担当部長） 

 取締役     町田 正人   コーポレート本社 経営企画部 事業企画担当部長  

（現執行役員 第一総合企画室 産業担当部長） 

取締役     南  良平   技術本部 総合開発研究所ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ材料研究室・ｹﾐｶﾙ開発ｾﾝﾀｰ担当 

 (現執行役員 総合開発研究所ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ材料研究室・ｹﾐｶﾙ開発ｾﾝﾀｰ担当） 

②昇任 

  常務取締役  唐渡  有   コーポレート本社 経営管理部長  

（現取締役 第一総合企画室 新業績管理制度導入検討委員会担当） 

③退任 

  代表取締役社長  美坂 佳助  [相談役 就任] 

   

  取締役         松本 正基  [執行役員 就任] 
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（２）取締役の担当変更 

 氏名 新担当 現担当 

 代表取締役会長  青木  弘 
代表取締役会長 兼社長  

ＣＥＯ・最高経営責任者 兼ＣＯＯ・最高業務執行責任者 

 専務取締役  平松 博久 
技術本部 総合開発研究所長 

兼技術総括部長 
総合開発研究所長 

 専務取締役  藤原 慶夫 
ケミカルカンパニー長 

兼コールケミカル事業部長 
北海道代表、北海道支社長 

 

 専務取締役  藤田  昭 北海道代表、北海道カンパニー長 第一総合企画室長 
 

 専務取締役  角谷  登 産業カンパニー長 産業事業本部長 兼産業事業部長 
 

 取締役  齊藤 房江 経営戦略室 特命担当  
 

 取締役  佐伯 憲康 医療カンパニー長 
医療事業本部 ＳＰＤ事業部長 

兼医療事業部長 

 

 取締役  有田  英治 エンジニアリングカンパニー長 
プラント事業本部プラントエンジニアリング事業

部長 兼スラリー装置部長 

 

 取締役  東本  和行 
ケミカルカンパニー 

ファインケミカル事業部長 
ケミカル事業本部 ケミカル事業部長 

 

 

（３）監査役の任免 

 ①新任 

   常勤監査役     福西  潤   （現専務執行役員 経営戦略室 特命担当） 

 

  監査役（非常勤）   関山 守洋  （医療法人松柏会榎坂病院 理事長、社会福祉法人松柏会 理事長）  

 

 ②退任 

   常勤監査役     半田 忠彦  [取締役 就任] 

 

（４）執行役員の任免  

①新任 

常務執行役員    坂本 公昭  オンサイトカンパニー長  （現オンサイト事業部長） 

 

 執行役員       松本 正基  コーポレート本社 経営企画部 担当部長 

                                      

②昇任 

  専務執行役員     岸  貞行  コーポレート本社 広報・ＩＲ室長 （現執行役員 広報室長） 

 

  専務執行役員    小野 正隆  経営戦略室特命担当 海外室長 

 （現執行役員 第二総合企画室特命担当）   
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③退任 

専務執行役員    福西  潤   [監査役 就任] 

 

執行役員         堤  英雄   [取締役 就任] 

 

執行役員       町田 正人   [取締役 就任] 

 

執行役員        南  良平   [取締役 就任] 

 

（５）執行役員の担当変更  

 氏名 新担当 現担当 

常務執行役員  齊藤  毅陸 産業カンパニーウェルディング事業部長 産業事業本部 ウェルディング事業部長 
 

常務執行役員  柳澤  寛民 コーポレート本社 財務部長 財務部長 

常務執行役員  鷲頭 隆 北海道カンパニー 新事業開発部長 
コンプライアンスセンター長 

兼医療安全推進部長兼食品安全推進部長

常務執行役員 長谷川 雅之 エレクトロニクスカンパニー長        
先端事業部長 

タテホ化学工業㈱代表取締役社長（兼務）

執行役員  奥山 孝 コーポレート本社 調達部長 調達部長 

執行役員  小山 裕義 コーポレート本社 経営管理部担当部長 
経理部長 

兼シェアード･サービスセンター長 

執行役員  白石 恒之 オンサイトカンパニー 鹿島工場長 
プラント事業本部 オンサイト事業部 

鹿島工場長 

執行役員  豊澤 幸平  産業カンパニー 水素ガス事業部長 産業事業本部 水素ガス事業部長 

執行役員  千賀 喜昭 
ケミカルカンパニー 製造統括  

兼和歌山工場長 

ケミカル事業本部 ケミカル事業部 

製造統括 兼和歌山工場長 

 

執行役員  青木 寛治 技術本部 総合開発研究所 ＮＶ開発担当 総合開発研究所 ＮＶ開発担当 
 

執行役員  大西 敏晶 オンサイトカンパニー 和歌山工場長 
プラント事業本部 オンサイト事業部  

和歌山工場長 

 

執行役員  丸山  謙作 情報電子材料事業部長 
ケミカル事業本部 情報電子材料事業部長

兼マーケティング企画部長 

 

執行役員  川田 博一 コーポレート本社 物流部長 物流事業部長 
 

執行役員  中瀬  清 北海道カンパニー エネルギー部長 
エネルギー事業本部エネルギー事業部長

兼エネルギー部長 

 

 

以 上 

 

        【本件に関するお問合せ先】 

    ◇ エア・ウォーター株式会社 広報室長  岸 貞行 

              〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋１丁目２０番１６号 

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


