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平成 16 年 9 月 27 日 
各 位  
                     会 社 名  ナブテスコ株式会社 
                     代表者名  代表取締役社長  興津 誠 
                     （コード番号 ６２６８東証 第 1 部） 
                     問合せ先  取締役総務部長  佐和 博 
                     （TEL ０３－３５７８－７０７０） 
 

新組織体制と新業務執行体制（役員人事）に関するお知らせ 
 
 

10 月 1 日付にて、当社は、ティーエスコーポレーション株式会社（旧 帝人製機株式会社）

と株式会社ナブコを吸収合併する予定です。9 月 24 日開催の取締役会において、新組織と

新業務執行体制を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．新組織体制 

3 本部、７カンパニーにより、効率的な運営を推進します。 

（１）本 部 

企画本部 

総務・人事本部 

技術本部 

（２）カンパニー 

精機カンパニー  （現、ティーエスコーポレーション（株） 精機カンパニー） 

ナブコカンパニー （現、（株）ナブコ 建築事業部） 

パワーコントロールカンパニー 

（現、ティーエスコーポレーション（株） 航空・油機カン

パニーの油機部門、現、（株）ナブコ 機械制御システム

事業部の油機部門） 

航空宇宙カンパニー  （現、ティーエスコーポレーション（株） 航空・油機カン

パニーの航空部門） 

鉄道カンパニー  （現、（株）ナブコ 車両事業部） 

自動車カンパニー （現、（株）ナブコ 自動車事業部） 

舶用カンパニー  （現、（株）ナブコ 機械制御システム事業部の船舶部門） 

 

（組織全体は、添付の組織図をご参照下さい） 



 2

 

 

 

役職 氏名 新役職 現役職 

最高経営責任者 

（ＣＥＯ） 
興津   誠   

専務執行役員 本田 侑三 ナブコカンパニー社長 
（株）ナブコ代表取締役社長 

建築事業部長 

専務執行役員 田中   均 技術本部長 
技術本部長、 

ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株）代表取締役社長 

常務執行役員 山中 盛男 企画本部長 
企画本部長、 

ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株）取締役 

常務執行役員 生田 満穂 
技術本部副本部長 

（生産改革担当）  

技術本部副本部長（生産改革担当）、 

（株）ナブコ常務取締役  

常務執行役員 岡本 正已 

航空宇宙カンパニー社長

ｴｽ･ﾃｲ・ｴｽ（株）代表取締

役社長 

ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株）常務取締役 

航空・油機カンパニー社長 

（航空機担当）、 

ｴｽ･ﾃｲ・ｴｽ（株）代表取締役社長 

常務執行役員 秋山 晋一 
パワーコントロールカン

パニー社長 

油機統括、 

（株）ナブコ常務取締役 

機械制御システム事業部長 

常務執行役員 児山 立平 
精機カンパニー社長兼 

計画部長 

ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株）常務取締役 

精機カンパニー社長兼精機計画部長 

常務執行役員 吉田 興四郎 鉄道カンパニー社長 （株）ナブコ常務取締役 車両事業部長

執行役員 佐々木 慧 
東洋自動機（株） 

代表取締役社長 

ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株）執行役員、 

東洋自動機（株）代表取締役社長 

執行役員 麻生 輝清 
グループコンプライアン

ス担当 

（株）ナブコ常務取締役  

東京支社長 

執行役員 松本 和幸 

技術本部副本部長 

（技術開発担当） 

兼開発企画部長 

技術本部副本部長（技術開発担当）、 

ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株）取締役  

技術開発室長 

執行役員 大下 邦男 
ナブテスコサービス（株）

代表取締役社長 

（株）ナブコ執行役員、 

ナブコサービス（株）代表取締役社長 

執行役員 立古 史朗 
ログイット（株） 

代表取締役社長 

ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株）執行役員、 

ログイット（株）代表取締役社長 

執行役員 阿部   裕 ナブコカンパニー副社長 （株）ナブコ取締役 管理部長 

執行役員 佐和   博 
総務・人事本部長兼 

総務部長 
（同左） 

執行役員 中村 秀一 総務・人事本部 人事部長

総務・人事本部 人事部長、 

ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株）取締役 

総務人事室長兼人事勤労部長 

執行役員 坪内 繁樹 
パワーコントロールカン

パニー副社長 

油機副統括、 

ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株）取締役  

航空・油機カンパニー副社長（油機担当）

執行役員 牧村 昌太郎 
ナブコドア（株） 

代表取締役社長 

（株）ナブコ執行役員、 

ナブコドア（株）代表取締役社長 

執行役員 美濃 和彦 
ＴＭＴマシナリー（株）

取締役副社長 

ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株）執行役員、 

ＴＭＴマシナリー（株）取締役副社長 

２．業務執行体制 

当社は、経営意思決定と業務執行体制の分離による権限責任の明確化および決定、執行の迅速化を実現

するため、執行役員体制を導入しております。 
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役職 氏名 新役職 現役職 

執行役員 川西 正則 鉄道カンパニー副社長 
（株）ナブコ執行役員 

車両事業部副事業部長 

執行役員 松田   保 
企画本部 企画部長兼欧州

事務所長 

企画本部 企画部長、 

ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株）執行役員 

執行役員 井上 陽一 

ナブコカンパニー副社長兼

プロジェクト部長兼 

特機部長 

（株）ナブコ執行役員 

建築事業部副事業部長兼 

プロジェクト部長兼特機部長 

執行役員 森本 秀行 
自動車カンパニー社長 

兼営業部長 

（株）ナブコ執行役員 

自動車事業部長兼営業部長 

執行役員 片多   博 
Nabtesco Aerospace Inc．

社長  

ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株）執行役員、 

Nabtesco Aerospace Inc．社長 

執行役員 今村 正夫 技術本部 知的財産部長 
技術本部 知的財産部長 

（株）ナブコ執行役員 

 

 

 

 

役職 氏名 新役職 現役職 

理  事 山ノ井 一展 旭光電機（株）取締役 
（株）ナブコ理事、 

旭光電機（株）取締役 

理  事 野村 信一 
ﾃｨｰｴｽﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ（株） 

代表取締役社長 

ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株）理事、 

ﾃｨｰｴｽﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ（株）代表取締役社長 

理  事 大塚 健二 
上海納博特斯克液圧有限

公司総経理 

ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株）理事、 

上海納博特斯克液圧有限公司総経理 

理  事 進   宗一 
技術本部 

第１事業推進部長 

ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株）理事 

第１新商品開発部長 

理  事 霜浦 賢一 技術本部 技術開発部長 
技術本部 開発企画部長、 

（株）ナブコ理事 技術開発部長 

理  事 三代 洋右 
パワーコントロールカン

パニー計画部長 

油機統括補佐、 

ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株）理事  

航空・油機カンパニー油機計画部長 

理  事 青井 博之 
法務部長兼コンプライア

ンス推進部長 
総務・人事本部 法務部長 

理  事 坂元 一則 
鉄道カンパニー 

(企画担当) 

（株）ナブコ理事 

車両事業部長代理 

理  事 瀬川 卓真 
精機カンパニー津工場長

兼総務部長 

ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株）理事 

精機カンパニー津工場長兼総務部長 

理  事 古田 博美 
自動車カンパニー 

管理部長 

（株）ナブコ理事 

自動車事業部事業部長代理兼管理部長

理  事 高橋   甫 

航空宇宙カンパニー 

岐阜工場長 

兼国際営業部長 

ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株）理事 

航空・油機カンパニー 

岐阜事業所長兼岐阜第１工場長 

兼航空機国際営業部長 

 

 

 

※取締役・監査役は、2004 年 5 月 7日決算発表時に発表したとおりであり、新任、退任等の異動は 

ありません。 

３．理事の担当業務委嘱 
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４．部長職 

氏名 新役職 現役職 

坂本 義則 企画本部 経理部長 （同左） 

石塚   映 総務・人事本部 情報システム部長 （同左） 

綱川 国夫 技術本部 生産技術部長 （同左） 

野村 松太郎 技術本部 環境安全部長 （同左） 

三宅   譲 技術本部 第２事業推進部長 
ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株） 

技術開発室 第２新商品開発部長 

児玉 義弘 技術本部 福祉事業推進部長 
㈱ナブコ福祉推進本部  

営業グループリーダー 

澤   暢 業務監査部長 （同左） 

永瀬 千春 精機カンパニー第１営業部長 
ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株） 

精機カンパニー精機第１営業部長 

吉川 敏夫 精機カンパニー第２営業部長 
ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株） 

精機カンパニー精機第２営業部長 

日比野 敏晴 
精機カンパニー 

開発部長兼津工場設計部長 

ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株） 

精機カンパニー津工場設計部長 

兼精機開発部長 

山本 敏雄 
精機カンパニー 

津工場製造部長 

ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株） 

精機カンパニー津工場製造部長代理 

林   敏生 
ナブコカンパニー 

営業部長兼海外営業部長 

㈱ナブコ 

建築事業部営業部長兼海外営業部長 

上仲 宏二 
ナブコカンパニー 

技術部長 

㈱ナブコ 

建築事業部技術部長 

濱田 善憲 
ナブコカンパニー 

建材部長 

㈱ナブコ 

建築事業部建材部長 

才   雅裕 
ナブコカンパニー 

品質保証部長 

㈱ナブコ 

建築事業部品質保証部長 

横山 雄二 
ナブコカンパニー 

甲南工場長 

㈱ナブコ 

建築事業部甲南工場長 

生田 彰一 
ナブコカンパニー 

甲南工場副工場長 

㈱ナブコ 

建築事業部甲南工場副工場長 

堀内 伸一郎 
パワーコントロールカンパニー 

営業部長 

㈱ナブコ 

機械制御ｼｽﾃﾑ事業部油機開発営業部長 

浅野 陽次 
パワーコントロールカンパニー 

開発部長 

ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株） 

航空・油機カンパニー開発部長代理 

安藤 輝久 
パワーコントロールカンパニー 

設計部長 

ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株） 

航空・油機カンパニー設計部長代理 

常深 正博 
パワーコントロールカンパニー 

資材・原価管理部長 

㈱ナブコ 

機械制御ｼｽﾃﾑ事業部油機開発営業部 

原価グループリーダー 

木崎   實 
パワーコントロールカンパニー 

品質保証部長 

㈱ナブコ 

機械制御ｼｽﾃﾑ事業部品質保証部長 

上岡 忠志 
パワーコントロールカンパニー 

垂井工場長 

ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株） 

航空・油機カンパニー岐阜事業所 

岐阜第２工場長 
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氏名 新役職 現役職 

山崎 正登 
パワーコントロールカンパニー 

垂井工場 製造部長 

ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株） 

航空・油機カンパニー岐阜事業所 

岐阜第２工場 製造部長 

豊増 孝幸 
パワーコントロールカンパニー 

西神工場長 

㈱ナブコ 

機械制御ｼｽﾃﾑ事業部西神工場長 

藤浦 文夫 
パワーコントロールカンパニー 

西神工場副工場長 

㈱ナブコ 

機械制御ｼｽﾃﾑ事業部西神工場副工場長 

坂井 宏章 
パワーコントロールカンパニー 

西神工場製造部長 

㈱ナブコ 

機械制御ｼｽﾃﾑ事業部西神工場 

油機製造課長 

高木 暁男 
航空宇宙カンパニー 

計画部長 

ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株） 

航空・油機カンパニー航空機計画部長 

五島 徹夫 
航空宇宙カンパニー 

営業部長 

ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株） 

航空・油機カンパニー航空機営業部長 

西村 正巳 
航空宇宙カンパニー 

技術部長 

ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株） 

航空・油機カンパニー航空機技術部長 

田川 明徳 
航空宇宙カンパニー 

岐阜工場 総務部長 

ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株） 

航空・油機カンパニー岐阜事業所 

総務部長 

川上 幸夫 
航空宇宙カンパニー 

岐阜工場 資材部長 

ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株） 

航空・油機カンパニー岐阜事業所 

資材部長 

岸永 美彦 
航空宇宙カンパニー 

岐阜工場 業務部長 

ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株） 

航空・油機カンパニー岐阜事業所 

岐阜第１工場 業務部長 

長田 信隆 
航空宇宙カンパニー 

岐阜工場 製造部長 

ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株） 

航空・油機カンパニー岐阜事業所 

岐阜第１工場 製造部長 

三輪 靖夫 
航空宇宙カンパニー 

岐阜工場 品質保証部長 

ﾃｨｰｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株） 

航空・油機カンパニー岐阜事業所 

岐阜第１工場 品質保証部長代理 

藤本 行康 
鉄道カンパニー 

営業部長 

㈱ナブコ 

車両事業部営業部長 

藤原 達雄 
鉄道カンパニー 

技術部長 

㈱ナブコ 

車両事業部技術部長 

小野 耕作 
鉄道カンパニー 

品質保証部長 

㈱ナブコ 

車両事業部品質保証部長 

浅原 清司 
鉄道カンパニー 

神戸工場長 

㈱ナブコ 

車両事業部神戸工場長 

坂本   勉 
鉄道カンパニー 

神戸工場副工場長 

㈱ナブコ 

車両事業部神戸工場副工場長 

村嶋 克哉 
自動車カンパニー 

技術部長 

㈱ナブコ 

自動車事業部技術部長 

堀口 義明 
自動車カンパニー 

品質保証部長 

㈱ナブコ 

自動車事業部品質保証部長 
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氏名 新役職 現役職 

堀口 智之 
自動車カンパニー 

山形工場長 

㈱ナブコ 

自動車事業部山形工場長 

松下 石根 
自動車カンパニー 

山形工場副工場長 

㈱ナブコ 

自動車事業部山形工場副工場長 

今村 雄二郎 
ナブテスコ㈱舶用カンパニー 

社長 

㈱ナブコ 

機械制御ｼｽﾃﾑ事業部参与 

渥美 憲行 
ナブテスコ㈱舶用カンパニー 

営業部長 

㈱ナブコ 

機械制御ｼｽﾃﾑ事業部制御ｼｽﾃﾑ営業部長 

前田 隆義 
ナブテスコ㈱舶用カンパニー 

技術部長 

㈱ナブコ機械制御ｼｽﾃﾑ事業部 

制御ｼｽﾃﾑ技術部長 

梶原 直記 
ナブテスコ㈱舶用カンパニー 

製造部長 

㈱ナブコ 

機械制御ｼｽﾃﾑ事業部参与 
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組織図 

取締役会 

会   長 

執行役員会 

監査役会 

監 査 役 

精機カンパニー 

社   長 

情報システム部 

総務部 

人事部 

法務部 

知的財産部 

環境安全部 

鉄道カンパニー 

ナブコカンパニー 

航空宇宙カンパニー 

パワーコントロールカンパニー

自動車カンパニー

舶用カンパニー 

統合効果推進
委員会 

グループＰＬ 
委員会 

グループ品質 
委員会 

技術開発部 

企画本部 

総務・人事本部

技術本部 

生産技術部 

開発企画部 

第１事業推進部 

第２事業推進部 

福祉事業推進部 

企画部 

経理部 

業務監査部 

グループＥＳＨ
委員会 

コンプライアンス推進部


