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平成 30 年 5 月 14 日 

 

各  位 

                                                

会 社 名 株式会社 明 電 舎  

        代表者名 取締役社長 浜崎 祐司 

                        （コード番号 6508  東証第１部 

                                   名証第１部） 

    問合せ先 広報・ＩＲ部長 古川 和彦 

（ＴＥＬ：03-6420-8100） 

 
 

代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成３０年５月１４日開催の取締役会において、以下のとおり代表取締役の異動

及び役員の異動について決定ならびに内定いたしましたのでお知らせします。 

 

１．代表取締役の異動 

１）異動の理由 

当社グループの経営体制の若返りを図ります。 

 

  ２）異動の内容 

氏名 新 現 

稲村 純三 相談役 代表取締役 取締役会長 

浜崎 祐司 代表取締役 取締役会長 代表取締役 取締役社長 

三井田 健 代表取締役 取締役社長 代表取締役 取締役副社長 

   

  ３）新代表取締役 取締役社長の略歴 

    氏  名   三井田 健（みいだ たけし） 

    生年月日   昭和３０年８月１６日 

    出身地    東京都 

    最終学歴   慶応義塾大学 商学部 卒業 

    略  歴   昭和 ５３ 年 ４月 当社 入社 

           平成 １５ 年 ４月 営業統括部長 

           平成 １７ 年 ６月 総合企画部長  

           平成 １８ 年 ４月 経営企画グループ長 兼 経営企画部長 

           平成 ２０ 年 ４月 執行役員 経営企画グループ長 兼 経営企画部長 

           平成 ２３ 年 ４月 常務執行役員 

経営企画グループ長 兼 経営企画部長 

           平成 ２４ 年 ４月 専務執行役員 経営企画グループ長 

           平成 ２４ 年 ６月 取締役 兼 専務執行役員 経営企画グループ長 
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           平成 ２７ 年 ４月 代表取締役 取締役副社長 

           平成 ３０ 年 ６月 代表取締役 取締役社長就任予定 

    所有株式数  28,000 株 

  ４）異動予定日 

    平成３０年６月２７日 

 

２．取締役・監査役の異動 

 

  １）新任取締役候補者 

氏名 新 現 

大橋 延年 取締役 兼 専務執行役員 専務執行役員 

竹川 徳雄 取締役 兼 専務執行役員 専務執行役員 

玉木 伸明 取締役 兼 専務執行役員 専務執行役員 

 

  ２）新任監査役候補者 

氏名 新 現 

加藤 誠治 常任監査役 監査役室 支配人 

 

  ３）就任予定日 

    平成 30 年 6 月 27 日 

    (注)上記候補者については、平成 30 年 6 月 27 日開催予定の第１５４期定時株主総会

にて承認可決することを条件としています。 

 

  ４）退任取締役及び監査役 

氏名 現役職 退任（６月２７日）後の予定 

杉井 守 取締役 顧問就任 

森川 哲也 取締役 顧問就任 

田中 和之 常任監査役 顧問就任 

 

  ５）新任取締役・監査役候補者の略歴 

    ①大橋 延年（おおはし のぶとし） 

      新役職名 取締役 兼 専務執行役員 

      生年月日 昭和３１年１１月２日 

      略  歴 昭和５４年４月  当社 入社 

平成１６年１０月 太田事業所長 

平成２３年４月  人事・総務グループ 人事企画部長 

平成２４年４月  人事・総務グループ長 兼 人事企画部長 

平成２５年４月  執行役員 人事・総務グループ長 兼 人事企画部長 

平成２７年４月  常務執行役員 人事・総務グループ長 

平成３０年４月  専務執行役員 人事・総務グループ長 

平成３０年６月  取締役 兼 専務執行役員就任予定 
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    ②竹川 徳雄（たけかわ のりお） 

      新役職名 取締役 兼 専務執行役員 

      生年月日 昭和３３年１２月１８日 

      略  歴 昭和５６年４月  当社 入社 

平成１８年５月  社会システム事業本部 工事事業部 東日本工事部長 

平成２４年４月  水・環境事業部 プラント建設部長 

平成２７年４月  執行役員 プラント建設本部長 

平成２９年４月  常務執行役員 生産統括本部長 

平成３０年４月  専務執行役員 生産統括本部長 

平成３０年６月  取締役 兼 専務執行役員就任予定 

 

    ③玉木 伸明（たまき のぶあき） 

      新役職名 取締役 兼 専務執行役員 

      生年月日 昭和３５年３月２５日 

      略  歴 昭和５７年４月  当社 入社 

平成１３年１０月 （出向）株式会社日本エーイーパワーシステムズ 

平成２４年４月  上海明電舎長城開関有限公司総経理 

平成２７年４月  当社 変電事業部長 

平成２８年４月  執行役員 変電事業部長 

平成２９年４月  常務執行役員 変電事業部長 

平成３０年４月  専務執行役員 変電事業部長 

平成３０年６月  取締役 兼 専務執行役員就任予定 

 

    ④加藤 誠治（かとう せいじ） 

      新役職名 常任監査役 

      生年月日 昭和３７年１１月３日 

      略  歴 昭和６３年４月  当社 入社 

平成２５年１月  人事・総務グループ 総務・法務部長 

平成２６年４月  経営監査部長 

平成２８年４月  人事・総務グループ 法務部長 

平成３０年４月  監査役室 支配人 

平成３０年６月  常任監査役就任予定 

 

         以上
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【参考資料】 

平成３０年６月２７日時点 新体制 役員一覧 

代表取締役 取締役会長 浜崎 祐司 

代表取締役 取締役社長 三井田 健 

代表取締役 取締役副社長 

（3名） 

正木 浩三 

町村 忠芳 

倉元 政道 

取締役 兼 専務執行役員 

（3名） 

大橋 延年 

竹川 徳雄 

玉木 伸明 

取締役 

（2名） 

竹中 裕之（社外取締役） 

安井 潤司（社外取締役） 

常任監査役 

（2名） 

伊東 竹虎 

加藤 誠治 

監査役 

（2名） 

秦 喜秋（社外監査役） 

縄田 満児（社外監査役） 

常務執行役員 

（6名） 

五十嵐 和巳 

加藤 三千彦 

鉢呂 友康 

亀山 悟 

岩尾 雅之 

望月 達樹 

執行役員 

（13名） 

古川 和彦 

安保 輝久 

松下 法隆 

須藤 勇 

井上 晃夫 

東家 浩 

鈴木 雅彦 

金田 実 

村嶋 久裕 

毛綿谷 聡 

安川 国明 

水谷 典雄 

宮澤 秀毅 

 


