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当社および中核事業会社３社の会長および社長の人事について
当社は、本日開催の取締役会において、当社ならびに中核事業会社であるＪＸ日鉱日石エ
ネルギー株式会社（社長：木村 康)、ＪＸ日鉱日石開発株式会社（社長：古関 信)およびＪ
Ｘ日鉱日石金属株式会社（社長：岡田昌徳)の会長および社長の人事について下記のとおり内
定しましたので、お知らせいたします。
なお、これらの人事については、本年６月下旬に開催予定の当社の定時株主総会および取
締役会をはじめとする各社の今後の株主総会および取締役会において、それぞれ正式に決定
する予定です。
記
１．人事（内定）の内容
（１）ＪＸホールディングス株式会社
氏 名
現
木村

康

(キムラ ヤスシ)

松下 功夫
(マツシタ イサオ)

西尾 進路

取締役
（ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱
代表取締役社長 社長執行役員）

代表取締役会長

取締役
（ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱
代表取締役 副社長執行役員）

代表取締役社長 社長執行役員

代表取締役会長

（取締役退任）
相談役

代表取締役社長 社長執行役員

（取締役退任）
相談役

(ニシオ シンジ)

高萩 光紀
(タカハギ ミツノリ)

新

（２）ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社
氏 名
現
木村

康

新

代表取締役社長 社長執行役員

代表取締役会長

専務執行役員

代表取締役社長 社長執行役員

(キムラ ヤスシ)

一色 誠一
(イッシキ セイイチ）

（３）ＪＸ日鉱日石開発株式会社
氏 名
古関

信

現

新

代表取締役社長 社長執行役員

取締役会長

（ＪＸホールディングス㈱
取締役 副社長執行役員）

代表取締役社長 社長執行役員

(コセキ マコト)

平井 茂雄
(ヒライ シゲオ)

（４）ＪＸ日鉱日石金属株式会社
氏 名
岡田 昌徳

現

新

代表取締役社長 社長執行役員

取締役会長

取締役 副社長執行役員

代表取締役社長 社長執行役員

(オカダ マサノリ)

足立 吉正
(アダチ ヨシマサ)

２．異動の理由
経営体制の変更のため。

３．就任予定日
本年６月下旬

以上

参考資料１

氏

出

名

身

地

木村 康 （きむら

やすし）

熊本県

生年月日

昭和 23 年（1948 年）２月 28 日

最終学歴

昭和 45 年（1970 年）３月

慶応義塾大学経済学部卒業

経

昭和 45 年（1970 年）４月

日本石油株式会社入社

平成 14 年（2002 年）６月

新日本石油株式会社 取締役

平成 16 年（2004 年）６月

同社 執行役員

平成 17 年（2005 年）６月

同社 取締役 執行役員

平成 19 年（2007 年）６月

同社 常務取締役 執行役員

平成 20 年（2008 年）６月

同社 取締役 常務執行役員
（平成 22 年６月まで）

平成 22 年（2010 年）４月

ＪＸホールディングス株式会社 取締役
(現在に至る)

平成 22 年（2010 年）７月

ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社
代表取締役社長 社長執行役員
(現在に至る)

歴

所有株式数

67,410 株

参考資料２

氏

出

名

身

地

松下 功夫 （まつした いさお）

静岡県

生年月日

昭和 22 年（1947 年）４月３日

最終学歴

昭和 45 年（1970 年）３月

東京大学教育学部卒業

経

昭和 45 年（1970 年）４月

日本鉱業株式会社入社

平成 13 年（2001 年）４月

株式会社ジャパンエナジー 執行役員

平成 14 年（2002 年）９月

新日鉱ホールディングス株式会社 取締役

平成 15 年（2003 年）６月

同社 常務取締役

平成 16 年（2004 年）４月

同社 取締役
株式会社ジャパンエナジー 常務執行役員

平成 16 年（2004 年）６月

同社 取締役 常務執行役員

平成 17 年（2005 年）４月

同社 取締役 専務執行役員

平成 18 年（2006 年）６月

新日鉱ホールディングス株式会社 取締役
(平成 22 年３月まで)
株式会社ジャパンエナジー 代表取締役社長
(平成 22 年６月まで)

平成 22 年（2010 年）４月

ＪＸホールディングス株式会社 取締役
(現在に至る)

平成 22 年（2010 年）７月

ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社
代表取締役 副社長執行役員 社長補佐（管理
部門、国際事業本部および需給本部)
(現在に至る)

歴

所有株式数

99,500 株

参考資料３

氏

出

名

身

地

一色 誠一 （いっしき せいいち）

東京都

生年月日

昭和 23 年（1948 年）９月 ８日

最終学歴

昭和 47 年（1972 年）３月

慶応義塾大学経済学部卒業

経

昭和 47 年（1972 年）４月

日本石油株式会社入社

平成 15 年（2003 年）６月

新日本石油株式会社 取締役

平成 16 年（2004 年）６月

同社 執行役員

平成 18 年（2006 年）６月

同社 常務取締役 執行役員

平成 20 年（2008 年）４月

株式会社ＥＮＥＯＳセルテック
代表取締役社長

平成 23 年（2011 年）４月

ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社
専務執行役員 社長補佐（新エネルギーシステ
ム事業本部）
(現在に至る)

歴

参考資料４

氏

出

名

身

地

平井 茂雄 （ひらい しげお）

熊本県

生年月日

昭和 23 年（1948 年）５月 30 日

最終学歴

昭和 46 年（1971 年）３月

慶応義塾大学法学部卒業

経

昭和 46 年（1971 年）４月

日本石油株式会社入社

平成 14 年（2002 年）６月

新日本石油株式会社 取締役

平成 17 年（2005 年）６月

同社 常務取締役 執行役員

平成 20 年（2008 年）６月

同社 取締役 常務執行役員
(平成 22 年６月まで)

平成 22 年（2010 年）４月

ＪＸホールディングス株式会社
取締役 副社長執行役員
（統合推進部・企画１部総括、財務ＩＲ部管掌）

平成 24 年（2012 年）４月

同社 取締役 副社長執行役員
（企画１部総括、財務ＩＲ部管掌）
(現在に至る)

歴

参考資料５

氏

出

名

身

地

足立 吉正 （あだち よしまさ）

茨城県

生年月日

昭和 23 年（1948 年）11 月 27 日

最終学歴

昭和 47 年（1972 年）３月

一橋大学

経

昭和 47 年（1972 年）４月

日本鉱業株式会社

平成 12 年（2000 年）４月

日鉱金属株式会社 執行役員

平成 15 年（2003 年）10 月

日鉱金属加工株式会社 代表取締役社長
（平成 18 年３月まで）

平成 16 年（2004 年）６月

新日鉱ホールディングス株式会社 取締役
（平成 18 年６月まで）

平成 18 年（2006 年）４月

日鉱金属株式会社
代表取締役 副社長執行役員

平成 22 年（2010 年）７月

ＪＸ日鉱日石金属株式会社
取締役 副社長執行役員
社長補佐 金属事業本部長
(現在に至る)

歴

法学部

卒業
入社

