
平成27年7月31日発行　第5666号
三菱重工業株式会社

Ⅰ．８月１日付
１．執行役員の人事異動

日付 新 現 氏名

執行役員 執行役員
8/1 交通・輸送ドメイン 交通・輸送ドメイン 柳澤　順三

技師長 船舶・海洋事業部長

Ⅱ．９月３０日付、１０月１日付
１．代表取締役の人事異動

日付 新 現 氏名

取締役 取締役
副社長執行役員 副社長執行役員

10/1 社長特命事項担当 ドメインCEO 前川　篤
（代表取締役） エネルギー・環境ドメイン長

（代表取締役）

２．役付執行役員の人事異動

日付 新 現 氏名

常務執行役員 常務執行役員
ドメインCEO CTO

10/1 エネルギー・環境ドメイン長 技術統括本部長 名山　理介
兼 CTO 兼 グローバル事業推進本部長

３．執行役員の人事異動

日付 新 現 氏名

執行役員
グローバル事業推進本部 執行役員

10/1 中国総代表 グローバル事業推進本部 石井　善之
兼 三菱重工業（中国）有限公司 副本部長
   総経理

執行役員
執行役員 技術統括本部

10/1 技術統括本部長 副本部長 川本　要次
兼 総合研究所長 兼 総合研究所長

役員人事の件

　三菱重工業は、役員人事（8月1日、9月30日、10月1日）を以下の通り決定致しましたので、お知ら
せ致します。
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日付 新 現 氏名

執行役員 執行役員
グローバル事業推進本部 エネルギー・環境ドメイン

10/1 調査役 調査役 白岩 良浩
兼 仏国三菱重工業㈱ 社長 兼 米国三菱重工業㈱

　 副社長

４．執行役員の退任人事

日付 新 現 氏名

執行役員
グローバル事業推進本部

9/30 中国総代表 岩﨑　啓一郎
兼 三菱重工業（中国）有限公司
   総経理

執行役員
交通・輸送ドメイン

9/30 船舶・海洋事業部長 柳澤　順三
　※8/1付

　  交通・輸送ドメイン技師長

５．執行役員の新任人事

日付 新 現 氏名

執行役員 エネルギー・環境ドメイン
エネルギー・環境ドメイン 原子力事業部

10/1 原子力事業部 副事業部長 河野 文紀
副事業部長 兼 神戸造船所長 
兼 神戸造船所長 

執行役員 経営・財務企画部長
10/1 経営・財務企画部長 兼 ドメイン財務総括部長 鈴木　展雄

兼 ドメイン財務総括部長

執行役員 交通・輸送ドメイン
交通・輸送ドメイン 副ドメイン長

10/1 副ドメイン長 　※8/1付 大倉　浩治
兼 船舶・海洋事業部長 　  船舶・海洋事業部長を兼務

執行役員 グローバル事業推進本部
10/1 グローバル事業推進本部長 副本部長 牧村　祐一

退任

退任
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Ⅲ．〈参考〉取締役会長，取締役社長及び当社執行役員体制（平成２７年１０月１日現在）

◎：代表取締役

業務分担

大宮　英明 取締役会長

社長 ◎ 宮永　俊一
取締役社長
CEO

副社長執行役員 ◎ 前川　篤
取締役副社長執行役員
社長特命事項担当
(社長不在時第１次代行)

チーフオフィサー ◎ 鯨井　洋一
取締役副社長執行役員
ドメインCEO、交通・輸送ドメイン長
(社長不在時第２次代行)

◎ 水谷　久和
取締役常務執行役員
ドメインCEO、防衛・宇宙ドメイン長

◎ 木村　和明
取締役常務執行役員
ドメインCEO、機械・設備システムドメイン長

◎ 小口　正範
取締役常務執行役員
CFO、グループ戦略推進室長

名山　理介
常務執行役員
ドメインCEO、エネルギー・環境ドメイン長
兼 CTO

船戸　崇
常務執行役員
CAO/CRO

常務執行役員 有原　正彦 米国三菱重工業㈱会長

樹神　幸夫
技術統括本部
ものづくり革新推進担当

平本　康治 エネルギー・環境ドメイン長特命事項担当

廣江　睦雄 人事、労政及びグローバル人事担当

門上　英
エネルギー・環境ドメイン
原子力事業部長

安藤　健司
米国三菱重工業㈱社長
兼 PW Power Systems, Inc.会長

森本　浩通
交通・輸送ドメイン副ドメイン長
兼 三菱航空機㈱社長

役名 氏名

会長
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業務分担役名 氏名

執行役員 星野　直仁 交通・輸送ドメイン副ドメイン長

石井　善之
グローバル事業推進本部中国総代表
兼 三菱重工業（中国）有限公司総経理

横田　宏
長崎造船所長
兼 船舶建造事業会社（仮称）社長
 　（平成27年10月1日付設立予定）

加藤　仁
エネルギー・環境ドメイン調査役
兼 MHI Vestas Offshore Wind A/S Co-CEO

御子神　隆
機械・設備システムドメイン副ドメイン長
兼 相模原製作所長

遠藤　芳文
グローバル事業推進本部副本部長
兼 グループ営業推進総括部長
兼 関西支社長

石井　泉 防衛・宇宙ドメイン副ドメイン長

岡添　清 機械・設備システムドメイン副ドメイン長

小林　繁久

グローバル事業推進本部アジア・パシフィック総代表
兼 インド総代表
兼 Mitsubishi Heavy Industries Asia Pacific Pte. Ltd.
会長

相原　良彦
グローバル事業推進本部南米総代表
兼 伯国三菱重工業(有)社長

渡辺　芳治
交通・輸送ドメイン
交通システム事業部長

栁井　秀朗 人事労政部長

冨永　史彰
防衛・宇宙ドメイン
艦艇事業担当

長谷川　守
機械・設備システムドメイン副ドメイン長
兼 事業戦略総括部長

坂　洋一郎
エネルギー・環境ドメイン
化学プラント・社会インフラ事業部長

巽　重文
交通・輸送ドメイン
技術開発特命事項担当
兼 名古屋航空宇宙システム製作所長

川本　要次
技術統括本部長
兼 総合研究所長

加藤　博樹 機械・設備システムドメイン副ドメイン長

白岩　良浩
グローバル事業推進本部調査役
兼 仏国三菱重工業㈱社長
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業務分担役名 氏名

執行役員 飯田　将人
エネルギー・環境ドメイン
原子力事業部副事業部長

藤原　久幸
エネルギー・環境ドメイン副ドメイン長
兼 経営管理総括部長

廣瀬　圭介
交通・輸送ドメイン
民間機事業部長

河野 文紀
エネルギー・環境ドメイン
原子力事業部 副事業部長
兼 神戸造船所長

(新任) 鈴木　展雄
経営・財務企画部長
兼 ドメイン財務総括部長

(新任) 大倉　浩治
交通・輸送ドメイン
副ドメイン長
兼 船舶・海洋事業部長

(新任) 牧村　祐一 グローバル事業推進本部長

執行役員フェロー 宮川　淳一 交通・輸送ドメイン技師長

淺田　正一郎 米国三菱重工業㈱副社長

宮崎　正生
交通・輸送ドメイン
船舶・海洋事業部調査役
(ECOVIX－Engevix Construções Oceânicas S.A.に派遣)

飯嶋　正樹
エネルギー・環境ドメイン
化学プラント・社会インフラ事業部技師長

鈴木　成光
エネルギー・環境ドメイン
原子力事業部調査役
(東京電力㈱に派遣)

石川　彰彦 交通・輸送ドメイン副ドメイン長

三島　正彦
グループ戦略推進室
リスクソリューション室長

石出　孝 技術統括本部技師長

神納　祐一郎 防衛・宇宙ドメイン技師長

二村　幸基 防衛・宇宙ドメイン技師長

　 以　上

(新任)
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