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2019年 6月 27日 
各 位 

会 社 名 日揮株式会社 
代表者名 代表取締役会長 CEO  佐藤 雅之 

 （コード番号 1963 東証第 1 部） 
問合せ先 広報・IR 部長      遠藤 毅 
 （TEL 045-682-8026） 

 
持株会社体制移行後の役員人事および組織体制に関するお知らせ 

 
当社は、本年 10月 1日付で持株会社体制に移行することを予定しております。 

 本日（本年 6月 27日）開催の当社取締役会において、本年 10月 1日以降の日揮ホール
ディングス株式会社、日揮グローバル株式会社および日揮株式会社の取締役、監査役およ
び執行役員人事、ならびに各社の組織体制について決定いたしましたので、お知らせいた
します。 
 
１．日揮ホールディングス株式会社の取締役、監査役および執行役員人事（本年 10月 1 日付） 
※ 本年 10 月 1日付で現日揮株式会社は「日揮ホールディングス株式会社」に商号変更予定 
取締役 

役職 氏名 現役職 

代表取締役会長 CEO 佐藤 雅之 日揮㈱ 代表取締役会長 CEO 

代表取締役社長 COO 石塚 忠 日揮㈱ 代表取締役社長 COO 

代表取締役 山﨑 裕 日揮㈱ 代表取締役 

取締役 寺嶋 清隆 日揮㈱ 取締役 

取締役 村元 徹也 日揮㈱ 取締役 

取締役 鈴木 正徳 日揮㈱ 取締役 

社外取締役 遠藤 茂 日揮㈱ 社外取締役 

社外取締役 松島 正之 日揮㈱ 社外取締役 

社外取締役 植田 和男 日揮㈱ 社外取締役 
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監査役 
役職 氏名 現役職 

監査役 牧野 幸博 日揮㈱ 監査役 

監査役 伊勢谷 泰正 日揮㈱ 監査役 

社外監査役 森 雅夫 日揮㈱ 社外監査役 

社外監査役 大野 功一 日揮㈱ 社外監査役 

社外監査役 高松 則雄 日揮㈱ 社外監査役 

 
 
執行役員 

役職 氏名 現役職 
副社長執行役員 
Chief Project Officer (CPO) 

山﨑 裕 
日揮㈱ 副社長執行役員 CPO 
グローバル戦略室長 

専務執行役員 
Chief Financial Officer 
(CFO) 
グループ経営推進部長 

寺嶋 清隆 
日揮㈱ 専務執行役員 CFO 
経営統括本部長兼法務・コンプライア
ンス統括室長 

専務執行役員 
グループ経営企画部長 

村元 徹也 
日揮㈱ 常務執行役員オイル＆ガス統
括本部長 

常務執行役員 鈴木 正徳 
日揮㈱ 常務執行役員グローバル戦略
室長代行 

常務執行役員 
品質・安全・環境部長兼 
危機管理統括部長 

奥田 恭弘 
日揮㈱ 常務執行役員品質・安全・環
境室長兼セキュリティ対策室長 

常務執行役員 
Chief Digital Officer (CDO) 
デジタル統括部長 

花田 琢也 

日揮㈱ 執行役員 CDO 
データインテリジェンス本部長兼 
経営統括本部長代行兼人財・組織開
発部長 

常務執行役員 
Chief Technology Officer 
(CTO) 

山中 裕 
日揮㈱ 執行役員 CTO 
プロセステクノロジー本部長 

執行役員 
アセットマネジメント部長 

遠藤 方泰 日揮㈱ 執行役員事業開発本部長 
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執行役員 
グループ経営企画部アドバイ
ザー 

山崎 亜也 日揮㈱ 執行役員営業本部長代行 

執行役員 
渉外部長 

川崎 剛 日揮㈱ 執行役員企画渉外室長 

執行役員 
グループ総務部長 

広瀬 岳彦 
日揮㈱ 執行役員経営統括本部長代
行兼総務部長 

 
 
２．日揮グローバル株式会社の取締役、監査役および執行役員人事（本年 10月 1 日付） 
取締役 

役職 氏名 現役職 

代表取締役 村元 徹也 日揮㈱ 取締役 

代表取締役 赤羽根 勉 日揮㈱ 副社長執行役員 

取締役 佐藤 諭志 日揮㈱ 専務執行役員 

取締役 林 晃光 日揮㈱ 常務執行役員 

非常勤取締役 山﨑 裕 日揮㈱ 代表取締役 

 
監査役 

役職 氏名 現役職 

非常勤監査役 牧野 幸博 日揮㈱ 監査役 

 
執行役員 

役職 氏名 現役職 

社長執行役員 村元 徹也 
日揮㈱ 常務執行役員オイル＆ガス統
括本部長 

副社長執行役員 赤羽根 勉 日揮㈱ 副社長執行役員 

執行役員 
デジタリゼーション推進室長 

田中 裕次 
日揮㈱ 執行役員データインテリジェ
ンス本部長代行 

執行役員 
経営管理部長 

広瀬 岳彦 
日揮㈱ 執行役員経営統括本部長代行
兼総務部長 
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オイル＆ガス プロジェクトカンパニー 

役職 氏名 現役職 
カンパニープレジデント 
プロジェクトマネジメント本
部長 

佐藤 諭志 
日揮㈱ 専務執行役員デザインエンジ
ニアリング本部長 

専務執行役員 
営業本部長 

吉田 明朗 日揮㈱ 常務執行役員営業本部長 

常務執行役員 
プロジェクトマネジメント本
部プロジェクト管掌本部長 

藤井 丈夫 
日揮㈱ 常務執行役員オイル＆ガス統
括本部長代行 

常務執行役員 
営業本部長代行 

秋鹿 正敬 日揮㈱ 常務執行役員営業本部長代行 

常務執行役員 
プロセステクノロジー本部長 

山中 裕 
日揮㈱ 執行役員 CTO 
プロセステクノロジー本部長 

常務執行役員 
プロジェクトマネジメント本
部プロジェクト管掌本部長 

杉山 光 
日揮㈱ 執行役員オイル＆ガス統括本
部米州・アフリカ・欧州・CIS 事業本
部長 

執行役員 
プロジェクトマネジメント本
部プロジェクト管掌本部長 

小林 信裕 
日揮㈱ 執行役員オイル＆ガス統括本
部中東・北アフリカ事業本部長 

執行役員 
デザインエンジニアリング本
部長代行 

山岸 正 
日揮㈱ 執行役員デザインエンジニア
リング本部長代行 

執行役員 
プロジェクトマネジメント本
部長代行兼オフショア事業部
長 

石崎 裕幸 
日揮㈱ 執行役員オイル＆ガス統括本
部アジア・オセアニア事業本部長兼オ
フショア事業本部長代行 

執行役員 
プロジェクトマネジメント本
部プロジェクト管掌本部長 

利根 睦人 

日揮㈱ 執行役員オイル＆ガス統括本
部プロジェクトマネジメント本部長代
行兼スタートアップ＆オペレーション
サービス部長 

執行役員 
プロジェクトマネジメント本
部長代行 

山本 克毅 

日揮㈱ 執行役員オイル＆ガス統括本
部プロジェクトマネジメント本部長兼
プロジェクト部長兼プロジェクトマネ
ジメント開発部長 
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執行役員 
営業本部長代行 

桜井 宏司 日揮㈱ 執行役員営業本部長代行 

執行役員 
営業本部長代行兼ストラクチ
ャードファイナンス部長 

会田 守志 
日揮㈱ 執行役員営業本部長代行兼ス
トラクチャードファイナンス部長 

執行役員 
プロジェクトマネジメント本
部プロジェクト管掌本部長兼
建設部長 

近藤 明 
日揮㈱ 理事オイル＆ガス統括本部プ
ロジェクトマネジメント本部長代行兼
建設部長兼海外インフラ本部建設部長 

執行役員 
デザインエンジニアリング本
部長代行 

井川 聡人 
日揮㈱ 理事デザインエンジニアリン
グ本部長代行 

執行役員 
デザインエンジニアリング本
部長 

阪本 冨美男 
日揮㈱ 理事デザインエンジニアリン
グ本部長代行 

 
インフラストラクチャー プロジェクトカンパニー 

役職 氏名 現役職 

カンパニープレジデント 林 晃光 
日揮㈱ 常務執行役員海外インフラプ
ロジェクト本部長 

執行役員 
シニアバイスプレジデント 

野平 啓二 
日揮㈱ 理事 
President, Director, JGC America Inc. 

執行役員 
バイスプレジデント 

松岡 孝哉 
日揮㈱ 執行役員海外インフラプロジ
ェクト本部長代行兼基本設計部長 

 
 
３．日揮株式会社の取締役、監査役および執行役員人事（本年 10 月 1 日付） 
※ 本年 10 月 1 日付で日揮プラントイノベーション株式会社が「日揮株式会社」に商号変更
予定 

取締役 
役職 氏名 現役職 

代表取締役 山田 昇司 
日揮プラントイノベーション㈱ 代表
取締役社長兼日揮㈱ 執行役員国内イ
ンフラプロジェクト本部長代行 

取締役 山口 康春 
日揮㈱ 執行役員国内インフラプロジ
ェクト本部長 
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取締役 松野 正彦 
日揮プラントイノベーション㈱ 
常務取締役第 2 事業本部長 

非常勤取締役 石塚 忠 日揮㈱ 代表取締役社長 COO 

 
監査役 

役職 氏名 現役職 

非常勤監査役 伊勢谷 泰正 日揮㈱ 監査役 

 
執行役員 

役職 氏名 現役職 

社長執行役員 山田 昇司 
日揮プラントイノベーション㈱ 代表
取締役社長兼日揮㈱ 執行役員国内イ
ンフラプロジェクト本部長代行 

副社長執行役員 山口 康春 
日揮㈱ 執行役員国内インフラプロジ
ェクト本部長 

常務執行役員 
メンテナンスソリューション
本部長 

松野 正彦 
日揮プラントイノベーション㈱ 
常務取締役第 2 事業本部長 

常務執行役員 
エンジニアリング本部長 

雨宮 徹 
日揮㈱ 執行役員国内インフラプロジ
ェクト本部長代行 

執行役員 
プロジェクトソリューション
本部長 

木村 格 
日揮㈱ 理事国内インフラプロジェク
ト本部長代行 

執行役員 
プロジェクトソリューション
本部長代行 

久津美 義勝 
日揮プラントイノベーション㈱ 
取締役第 1事業本部長 

執行役員 
メンテナンスソリューション
本部長代行 

角田 攻 
日揮プラントイノベーション㈱ 
執行役員第 2 事業本部長代理 

執行役員 
エンジニアリング本部長代行 

佐藤 恭史 
日揮プラントイノベーション㈱ 
取締役エンジニアリング本部長 
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執行役員 
プロジェクトソリューション
本部長代行兼メンテナンスソ
リューション本部長代行 

是松 寛士 
日揮㈱ 理事国内インフラプロジェク
ト本部長スタッフ 

執行役員 
プロジェクトソリューション
本部長代行 

藤原 正彦 ㈱大和総研 調査本部特別研究員 

 
 
別紙 1：日揮ホールディングス、日揮グローバル株式会社および日揮株式会社の 

部長代行以上役職者人事 
別紙２：本年 10月 1 日以降の日揮ホールディングス株式会社の組織図 
別紙３：本年 10月 1 日以降の日揮グローバル株式会社の組織図 
別紙４：本年 10月 1 日以降の日揮株式会社の組織図 
 

以 上 
 


