
山九株式会社 2013年2月26日

問い合わせ先：総務･ＣＳＲ部部長　和知 啓彦　０３－３５３６－３９０２

▼人事異動　（役員・部支店長関連）

（発令日：平成２５年４月１日）

氏 名 旧 職 新 職

平栗　直樹 代表取締役専務取締役　事業・エリア管掌　兼エリア統括 代表取締役専務取締役　事業・エリア管掌

浅倉　寛二 取締役兼常務執行役員　ビジネス・ソリューション事業本部長 取締役　社長付(鉄鋼営業担当)

北原　正樹 取締役兼常務執行役員　プラント・エンジニアリング事業本部長 取締役　社長付(プラント営業担当)

中里　康男 取締役兼常務執行役員　財務担当　兼ＣＦＯ（最高財務責任者） 取締役兼常務執行役員　財務担当　兼ＣＦＯ（最高財務責任者）　兼資金部長

戒能　通敬 常務執行役員　ビジネス・ソリューション事業本部副本部長 執行役員　事業・エリア管掌付(化学営業担当)

高畑　義明 執行役員　プラント・エンジニアリング事業本部副本部長　兼プラント事業部長 執行役員　事業・エリア管掌付(プラント営業担当)

米子　哲朗 執行役員　ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長 執行役員　事業・エリア管掌付（特命事項担当）

美好　秀樹 執行役員　中・四国エリア長 常務執行役員　プラント・エンジニアリング事業本部長

是永　展宏 執行役員　中部エリア長 執行役員　ビジネス・ソリューション事業本部副本部長(鉄鋼営業担当)

野﨑　太次郎 執行役員　安全衛生・環境担当　兼安全衛生部長 執行役員　中・四国エリア長

中村　公大 執行役員　経営企画副担当　兼経営企画部長　兼事業・エリア管掌補佐 執行役員 エリア統括

池上　僚一 執行役員　ビジネス・ソリューション事業本部副本部長 常務執行役員　ビジネス・ソリューション事業本部長

奥田　雅彦

執行役員　ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長　兼中国事業部長　兼

作業管理班長

執行役員　ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長　兼中国事業部長
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山九株式会社 2013年2月26日

（発令日：平成２５年４月１日）

氏 名 旧 職 新 職

浦野　順三 中・四国エリア　東中国支店長 安全衛生・環境担当　兼安全衛生部長

瀬戸　真明 関西エリア　神戸支店長 ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長　兼港運事業部長

吉冨　均 ビジネス・ソリューション事業本部　鉄鋼メンテナンス部長 ビジネス・ソリューション事業本部副本部長　兼鉄鋼メンテナンス部長

福元　春香 出向　山九東南アジアホールディングス(株) プラント・エンジニアリング事業本部副本部長　兼プラント事業部長

永友　隆則 出向　山九東南アジアホールディングス(株) 中部エリア長

島田　正彦 東日本エリア　千葉支店長 財務、人事・労政、技術・システム管掌付

吉田　信之 資金部長　兼山九クリアリングカンパニー(株)　社長 経営企画部長

小林　信久 経理部長 経理部長　兼山九クリアリングカンパニー(株) 社長

山口　弘之 中・四国エリア　岩国支店　副支店長 技術・開発本部　技術・開発部長

松下　浩隆 技術・開発本部　ＩＴ企画部　担当部長 技術・開発本部　ＩＴ企画部長

小野　晃彦 プラント・エンジニアリング事業本部　プラント事業部　プラント事業統括部長 プラント・エンジニアリング事業本部　企画部長

藤原　正幸 プラント・エンジニアリング事業本部　プラント事業部　設備土建部長 プラント・エンジニアリング事業本部　プラント事業部　プラント事業統括部長

吉冨　輝信 プラント・エンジニアリング事業本部　プラント事業部　重量機工部　担当部長 プラント・エンジニアリング事業本部　プラント事業部　重量機工部長

久木原　剛 プラント・エンジニアリング事業本部　プラント事業部　プラント工事部　副部長 プラント・エンジニアリング事業本部　プラント事業部　プラント工事部長

志水　毅 プラント・エンジニアリング事業本部　プラント事業部　設備土建部　担当部長 プラント・エンジニアリング事業本部　プラント事業部　設備土建部長
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山九株式会社 2013年2月26日

（発令日：平成２５年４月１日）

氏 名 旧 職 新 職

藤原　範雅

プラント・エンジニアリング事業本部　プロジェクト事業部　海外プロジェクト部　担当

部長

プラント・エンジニアリング事業本部　プロジェクト事業部　海外エンジニアリング部

長

井口　雅之 関西エリア　泉北支店長　兼北陸支店長 東日本エリア　千葉支店長

三宅　省吾 ロジスティクス・ソリューション事業本部　作業管理班　副班長、上海駐在 中部エリア　中部エリア統括部長

瀬川　昌治 中部エリア　中部エリア統括部長 中部エリア　三重支店長

津村　成彦 関西エリア　関西エリア統括部　担当部長 関西エリア　関西エリア統括部長

山部　雅春 東日本エリア　千葉支店　副支店長 関西エリア　泉北支店長　兼北陸支店長

出口　健司 関西エリア　関西エリア統括部長 関西エリア　堺支店長

伊藤　茂雄 関西エリア　神戸支店　副支店長 関西エリア　神戸支店長

豊島　正夫 関西エリア　大阪支店　担当部長 関西エリア　京滋支店長

河田　忠宏 中・四国エリア　東中国支店　副支店長 中・四国エリア　東中国支店長

大中　健児 プラント・エンジニアリング事業本部　プラント事業部　プラント工事部長 九州エリア　八幡支店長

徳光　昌己 九州エリア　北九州支店　営業企画グループマネージャー 九州エリア　若松支店長

池田　浩

ロジスティクス・ソリューション事業本部　３ＰＬ事業部　３ＰＬ営業１部　営業企画ｸﾞ

ﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ

出向　山九ユー・エス・エー(株)　社長
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山九株式会社 2013年2月26日

（発令日：平成２５年４月１日）

氏 名 旧 職 新 職

山本　隆 プラント・エンジニアリング事業本部　審議役 出向　山九東南アジアホールディングス(株)

安永　栄光 プラント・エンジニアリング事業本部　プロジェクト事業部　担当部長 出向　山九東南アジアホールディングス(株)

山口　繁治 中部エリア　中部エリア統括部　担当部長 出向　山九中部サービス(株)　社長

土田　修一 九州エリア　若松支店長 出向　愛媛海運(株)　社長

原山　義朗 プラント・エンジニアリング事業本部　企画部長 出向　(株)山九ロードエンジニアリング　社長

村本　章二 九州エリア　八幡支店長 山協港運株(株)　社長

中山　清 技術・開発本部　ＩＴ企画部長 内部監査部

鈴木　一弘 ロジスティクス・ソリューション事業本部　ＮＥＷ－ＬＩＮＣＳ開発プロジェクト班長 ロジスティクス・ソリューション事業本部　企画部　担当部長

足立　賢司 出向　山九ユー・エス・エー(株)　社長 ロジスティクス・ソリューション事業本部　３ＰＬ事業部

赤木　豊彦 技術・開発本部　技術・開発部長 プラント・エンジニアリング事業本部　メンテナンス事業部

伊藤　毅 中部エリア　三重支店長 プラント・エンジニアリング事業本部　メンテナンス事業部

小出　喜代三 プラント・エンジニアリング事業本部　プラント事業部　重量機工部長

プラント・エンジニアリング事業本部　プロジェクト事業部　海外プラント輸送部　担当

部長

広瀬　秀一 関西エリア　京滋支店長 首都圏エリア　横浜支店

安本　範之 関西エリア　堺支店長 関西エリア

4 / 7 ページ



山九株式会社 2013年2月26日

▼関連人事

（発令日：平成２５年４月１日）

氏 名 旧 職 新 職

橋本　健二 出向　中国ビジネスサービス(株) 中国ビジネスサービス(株)　社長

栗原　恒久 山協港運(株)　社長 山協港運(株)　顧問

原　三生 山九中部サービス(株)　社長 山九中部サービス(株)　顧問

平賀　博康 中国ビジネスサービス(株)　社長 中国ビジネスサービス(株)　顧問

野田　博 出向　(株)山九ロードエンジニアリング　社長 退任

宮内　文夫 出向　愛媛海運(株)　社長 退任
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山九株式会社 2013年2月26日

▼人事異動　（役員関連）

（発令日：平成２５年６月下旬）

氏 名 旧 職（4/1） 新 職

浅倉　寛二 取締役　社長付(鉄鋼営業担当) 顧問(鉄鋼営業担当)

北原　正樹 取締役　社長付(プラント営業担当) 顧問(プラント営業担当)　兼　(株)サンキュウリサーチアンドクリエイト会長

猫橋　洋史 常勤監査役 顧問　兼  山九健康保険組合理事長

美好　秀樹 常務執行役員　プラント・エンジニアリング事業本部長 取締役兼常務執行役員　プラント・エンジニアリング事業本部長

池上　僚一 常務執行役員　ビジネス・ソリューション事業本部長 取締役兼常務執行役員　ビジネス・ソリューション事業本部長

米子　哲朗 執行役員　事業・エリア管掌付（特命事項担当） 取締役兼執行役員　事業・エリア管掌付（特命事項担当）

中村　公大 執行役員 エリア統括 取締役兼執行役員 エリア統括

戒能　通敬 執行役員　事業・エリア管掌付(化学営業担当) 顧問(化学営業担当)

高畑　義明 執行役員　事業・エリア管掌付(プラント営業担当) 山九プラントテクノ(株)社長

島田　正彦 財務、人事・労政、技術・システム管掌付 常勤監査役

浦野　順三 安全衛生・環境担当　兼安全衛生部長 執行役員　安全衛生・環境担当　兼安全衛生部長

吉冨　　均 ビジネス・ソリューション事業本部副本部長　兼鉄鋼メンテナンス部長 執行役員　ビジネス・ソリューション事業本部副本部長　兼鉄鋼メンテナンス部長

永友　隆則 中部エリア長 執行役員　中部エリア長

福元　春香 プラント・エンジニアリング事業本部副本部長　兼プラント事業部長 執行役員　プラント・エンジニアリング事業本部副本部長　兼プラント事業部長

瀬戸　真明 ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長　兼港運事業部長 執行役員　ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長　兼港運事業部長

6 / 7 ページ



山九株式会社 2013年2月26日

▼機構改革

▽　ロジスティクス・ソリューション事業本部に港運事業部を新設し、港湾物流事業における責任と権限の明確化と、環境変化への迅速な対応を図る。

▽　港運部をロジスティクス・ソリューション事業本部より港運事業部管轄とする。

▽　通関・保税部をロジスティクス・ソリューション事業本部より港運事業部管轄とする。

▽　プラント・エンジニアリング事業本部プロジェクト事業部に海外エンジニアリング部を新設する。

▽　NEW-LINCS開発プロジェクト班を解消する。

▽　中国事業部　作業管理班を解消する。

（発令日：平成２５年４月１日）

7 / 7 ページ


