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2013年 12月 12日 

各 位 

会 社 名 三菱重工業株式会社 

代表者名 取締役社長 宮永俊一 

 （コード：7011） 

（上場取引所：東・名・福・札） 

 

会 社 名 株式会社日立製作所 

代表者名 執行役社長 中西宏明 

 （コード：6501） 

（上場取引所：東・名） 

 

 

（開示事項の経過）三菱重工業株式会社と株式会社日立製作所の 

火力発電システム分野での事業統合に関するお知らせ 

 

三菱重工業株式会社（以下、「三菱重工」といいます。）と株式会社日立製作所（以下、「日立」と

いいます。）は、2013年７月 31日付で公表しました「三菱重工業株式会社と株式会社日立製作所の

火力発電システム分野での事業統合に係る吸収分割契約締結に関するお知らせ」（以下、「2013年７

月 31 日付公表」といいます。）でお知らせいたしましたとおり、両社の火力発電システムを主体と

する事業の統合（以下、「本事業統合」といいます。）のために三菱重工が設立した新会社（以下、「統

合会社」といいます。）との間で、2013年７月 31日に吸収分割契約書をそれぞれ締結いたしました。

本日、両社は、本事業統合後の統合会社の名称及び代表者について決定しましたので、下記のとお

りお知らせいたします。なお、今般、決定した事項については当該事項に下線を付しております。 

 

記 

 

１．本事業統合の日程 

基 本 合 意 書 締 結 日 2012年 11月 29日 

本 統 合 契 約 書 締 結 日 2013年 6月 11日 

本吸収分割契約書締結日 2013年 7月 31日 

効 力 発 生 日 2014年 1月 1日（予定） 
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２．本事業統合後の統合会社の状況 

（１）名称 三菱日立パワーシステムズ株式会社（注 1） 

（２）所在地 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目３番１号 

（３）代表者の役職・氏名 取締役社長 西澤 隆人 （注 2） 

（４）事業内容 ① 火力発電システム事業（ガスタービン、蒸気ター

ビン、石炭ガス化発電設備、ボイラー、火力制御

装置、発電機等） 

② 地熱発電システム事業 

③ 環境装置事業 

④ 燃料電池事業 

⑤ 売電事業（ただし、三菱重工の高砂製作所におけ

るガスタービン複合サイクル発電プラント実証設

備に係る売電行為に限る） 

⑥ その他付随する事業 

（５）資本金 1,000億円 

（６）決算期 ３月 31日 

（７）大株主及び持株比率 三菱重工 65%、 日立 35% 

  （注 1）名称については、統合会社の株主総会において定款変更を決議し、正式決定のうえ、

本事業統合の効力発生日から使用する予定です。 

  （注 2）代表者については、三菱重工と日立の合意により、本事業統合後、最初に開かれる統

合会社の取締役会で正式決定することを前提に、上記のとおり決定しました。 

 

以 上 

 

（御参考） 

統合会社の会長・社長・副社長・常務等の役員人事について、三菱重工と日立の合意により、

本事業統合後、最初に開かれる統合会社の取締役会で正式決定することを前提に、別紙のとおり

とすることを決定しましたので、お知らせいたします。 

 

■報道機関お問い合わせ先 

三菱重工業株式会社 社長室 広報部 広報グループ 

〒108-8215 東京都港区港南二丁目 16番 5号 

TEL：03-6716-2168 (直通) 

 

株式会社日立製作所 ブランド・コミュニケーション本部 広報・IR部 

〒100-8280 東京都千代田区丸の内一丁目 6番 6号 

TEL：03-5208-9324 (直通)  



別 紙

三菱日立パワーシステムズ㈱　役員人事

三菱日立パワーシステムズ㈱で、本事業統合後、最初に開かれる取締役会で正式決定する予定。

新　職 現　職 氏　名

三菱日立パワーシステムズ㈱ ㈱日立製作所

取締役会長 代表執行役　執行役副社長

（社外取締役）※１

三菱日立パワーシステムズ㈱ 三菱重工業㈱

取締役社長 取締役常務執行役員

（代表取締役） エネルギー・環境ドメイン 副ドメイン長

兼 エネルギー・環境ドメイン火力発電システム事業部長

(代表取締役)

三菱日立パワーシステムズ㈱ ㈱日立製作所

取締役 副社長執行役員 執行役常務

電力システムグループ　電力システム社　火力担当ＣＥＯ

兼　火力事業統括本部長

三菱日立パワーシステムズ㈱ 三菱重工業㈱

取締役 副社長執行役員 執行役員

エネルギー・環境ドメイン 火力発電システム事業部 副事業部長

三菱日立パワーシステムズ㈱ 三菱重工業㈱

副社長執行役員 執行役員

兼　インドＪＶ事業推進室長 エネルギー・環境ドメイン 火力発電システム事業部 副事業部長

兼　経営総括部インドＪＶ事業推進室長

兼　ボイラ技術本部長

兼　環境プラント総括部長

三菱日立パワーシステムズ㈱ 三菱重工業㈱

取締役 常務執行役員 執行役員

経営総括部長 エネルギー・環境ドメイン 火力発電システム事業部 副事業部長

兼　経営総括部長

兼　企画管理部長

兼　横浜管理センター長

三菱日立パワーシステムズ㈱ 三菱重工業㈱

取締役 常務執行役員 執行役員

営業戦略本部長 エネルギー・環境ドメイン 火力発電システム事業部 副事業部長

兼　営業戦略本部長

兼　エネルギー・環境ドメイン　営業戦略総括部長

三菱日立パワーシステムズ㈱ 三菱重工業㈱

取締役 常務執行役員 執行役員

エンジニアリング本部長 エネルギー・環境ドメイン 火力発電システム事業部 副事業部長

兼　エンジニアリング本部長

三菱日立パワーシステムズ㈱ バブコック日立㈱

取締役　常務執行役員 代表取締役社長

ボイラ技術本部長 兼　呉事業所長

兼　バブコック日立㈱代表取締役社長 兼　㈱日立製作所　電力システムグループ　電力システム社　

　　火力事業統括本部　副本部長

兼　ボイラ事業部長

三菱日立パワーシステムズ㈱ ㈱日立製作所

取締役　執行役員 電力システムグループ　電力システム社

営業戦略本部　副本部長 電力統括営業本部　副本部長　兼　火力営業統括部長

三菱日立パワーシステムズ㈱ 三菱重工業㈱

取締役 取締役常務執行役員

（社外取締役）※１ 技術統括本部長

三菱日立パワーシステムズ㈱ 三菱重工業㈱

常勤監査役 本社 経営監査部 調査役

三菱日立パワーシステムズ㈱ ㈱日立製作所

常勤監査役 電力システムグループ　電力システム社

経営戦略統括本部長

吉田 泰二

酒寄 彰廣

髙栁 龍太郎

児玉 敏雄

藤谷 康男

西澤　隆人

田中　幸二

岡山 正義

内田　聡

長谷川　浩司

西妻　多喜男

馬渕　洋三郎

安藤　健司
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三菱日立パワーシステムズ㈱ 三菱重工業㈱

監査役 取締役 常務執行役員

（社外監査役）※２

三菱日立パワーシステムズ㈱ ㈱日立製作所

監査役 執行役常務 財務統括本部長

（社外監査役）※２ 兼　グループ財務戦略本部長　

兼　Smart Transformation Project 強化本部間接業務改革プロジェクトリーダ

※１：田中幸二氏および児玉敏雄氏は、三菱日立パワーシステムズ㈱の社外取締役に就任後も引き続き現職に在任いたします。
      なお、両氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
※２：水谷久和氏および北松義仁氏は、三菱日立パワーシステムズ㈱の社外監査役に就任後も引き続き現職に在任いたします。
      なお、両氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

以　　上

北松 義仁

水谷 久和
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