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平成 29 年５月８日 

各 位 

    

会社名 東京鐵鋼株式会社 

代表者 代表取締役社長 吉原 毎文 

 （コード番号：5445 東証第一部） 

問合せ先 取締役常務執行役員 石川原 毅 

 （TEL 03-5276-9703） 

 

役員人事に関するお知らせ 

 

当社は、平成 29 年５月８日開催の取締役会において、平成 29 年６月 29 日開催予定の当社第

89 回定時株主総会における承認を前提として、監査等委員以外の取締役候補者を下記の通り内定

しましたのでお知らせします。 

 また併せて、執行役員・理事・部長並びに連結子会社人事の異動について、下記の通りお知ら

せします。 

 

記 

 

１．監査等委員以外の取締役候補者（平成 29 年６月 29 日付） 

 

氏  名 再任／新任 役職 

吉原 毎文 再任 代表取締役社長 

形田  猛 再任 取締役会長 

阿見  均 再任 取締役 

櫻井 憲一 再任 取締役 

松本  好 再任 取締役 

石川原 毅 再任 取締役 

柴田 隆夫 再任 取締役 

田中 能成 新任 取締役 

 

 ※新任取締役候補者    

             （現職） 

      

  田中 能成     品質保証、関連会社担当上席執行役員 兼 総合企画部長 

 

２．退任予定の取締役（平成 29 年６月 29 日付） 

 

氏  名 現役職 退任後の役職 

鶴見 長晴 取締役上席常務執行役員 特別顧問 
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３．新任執行役員（平成 29 年７月１日付） 

 

氏  名 新役職 現役職 

柿沼 忠司 執行役員 人事部長 理事 人事部長 

中嶌 知義 執行役員 海外担当役員補佐 

兼 総合企画部長 

理事 ネジ加工品事業部 

営業企画部長 

 

４．執行役員の異動（平成 29 年７月１日付） 

 

氏  名 新役職 現役職 

阿見  均 海外、開発担当 中期経営計画、海外、開発担当

櫻井 憲一 環境リサイクル担当 環境リサイクル担当 兼  

環境リサイクル事業部長 

兼 環境リサイクル推進室長 

柴田 隆夫 IR、総務・経理、中期経営計画

担当 兼 総務・経理部長 

IR、総務・経理担当 

兼 総務・経理部長 

田中 能成 最高リスク管理責任者（CRO）、

生産、品質保証、総合企画、 

関連会社担当 

品質保証、関連会社担当 

兼 総合企画部長 

飯塚 一夫 営業・購買担当役員補佐 

兼 購買統括部長 

本社棒鋼事業部長 

佐々木 文雄 環境リサイクル事業部長 

兼 環境リサイクル推進室長 

東京鐵鋼土木(株)社長 

 

５．理事登用（平成 29 年７月１日付） 

 

氏  名 新役職 現役職 

金賀 恵之 理事 本社棒鋼事業部長  

兼 本社工場長 

本社棒鋼事業部副事業部長 

兼 本社工場長 

瀧  晴夫 理事 ネジ加工品事業部副事業

部長 兼 営業部長  

兼 大阪支店長 

ネジ加工品事業部副事業部長

兼 営業部長 
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６．部長人事の異動（平成 29 年７月１日付） 

 

（１）ネジ加工品事業部 営業企画部長 

    吉原 栄孝  （現 海外開発部長） 

 

（２）海外開発部長 

    仁平 隆行  （現 海外開発部 部長代行） 

 

（３）本社棒鋼事業部副事業部長 兼 物流部長 

    蛯原 正浩  （現 物流部長 兼 トーテツメンテナンス株式会社 代表取締役社長） 

 

７．連結子会社の異動内容 

 

（１）東京鐵鋼土木株式会社 代表取締役社長（平成 29 年６月 19 日付） 

    佐々木 孝行 （現 ネジ加工品事業部副事業部長 兼 大阪支店長） 

 

（２）トーテツメンテナンス株式会社 代表取締役社長（平成 29 年６月 20 日付） 

    岡村 昭博  （現 株式会社関東メタル 代表取締役社長） 

 

（３）株式会社関東メタル 代表取締役社長（平成 29 年６月 20 日付） 

    三森 弘之  （現 購買統括部長） 
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【ご参考】 

新体制 

区 分 役 職 氏 名 担    当 

代表取締役社長 吉原 毎文  

取締役会長 形田  猛  

取締役 阿見  均  

取締役 櫻井 憲一  

取締役 松本  好  

取締役 石川原 毅  

取締役 柴田 隆夫  

取締役 田中 能成  

監査等委員

以外の 

取締役 

 

 

 

 

 

 

監査等委員 深田 恭司  

監査等委員 澤田 和也 社外取締役 

監査等委員 園部 洋士 社外取締役 

監査等委員

の取締役 

監査等委員 髙原 正彦 社外取締役 

上席常務執行役員 阿見  均 海外、開発担当 

常務執行役員 櫻井 憲一 環境リサイクル担当 

常務執行役員 松本  好 営業・購買、周辺事業、OEM 管理担当 

常務執行役員 石川原 毅 人事、内部監査、内部統制担当 

上席執行役員 柴田 隆夫 IR、総務・経理、中期経営計画担当 

兼 総務・経理部長 

上席執行役員 田中 能成 最高リスク管理責任者（CRO）、 

生産、品質保証、総合企画、関連会社担当 

上席執行役員 大橋 茂信 開発部長 

執行役員 飯塚 一夫 営業・購買担当役員補佐 兼 購買統括部長

執行役員 鶴見 敏明 トーテツ興運㈱社長 

執行役員 武笠 達也 ネジ加工品事業部長 兼 周辺事業プロジ

ェクトチームリーダー 

執行役員 佐々木 文雄 環境リサイクル事業部長 兼 環境リサイ

クル推進室長 

執行役員 矢島 茂男 トーテツ産業㈱社長 

執行役員 柿沼 忠司 人事部長 

執行役員 

執行役員 中嶌 知義 海外担当役員補佐 兼 総合企画部長 

 

以 上 

 

 


