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2015年 5月 11日 

各 位 

ＪＸホールディングス株式会社 

 

役員等の人事異動について 

 

当社（本社：東京都千代田区大手町二丁目、社長：松下功夫）の役員等の人事異動につきまして、              

下記の通り、お知らせいたします。 

 なお、取締役の異動については、本年６月２５日に開催予定の定時株主総会および取締役会において、

正式に決定いたします。 
 
 

記 
 
 

１．代表取締役の異動（本年４月２１日に発表済み） 

（１）新任 

日 付 氏 名 現 新 

6月 25日 内田 幸雄 

 
取締役 副社長執行役員 

社長補佐、財務ＩＲ部管掌 

 
代表取締役社長 社長執行役員 
 

 

（２）退任 

日 付 氏 名 現 新 

6月 25日 松下 功夫 代表取締役社長 社長執行役員 相談役 

 

２．取締役および取締役を兼務する執行役員の異動 

（１）新任、委嘱する職の変更等 

日 付 氏 名 現 新 

6月 25日 川田 順一 
取締役 常務執行役員 

秘書部・総務部・法務部管掌 

取締役 副社長執行役員 

社長補佐､秘書部･総務部･法務部管掌 

6月 25日 安達 博治 常務執行役員 企画１部長 
取締役 常務執行役員 

企画１部・企画２部管掌 

6月 25日 大場 邦光 
ＪＸ日鉱日石開発(株)  

執行役員 企画部長 
取締役 常務執行役員 

監査部・財務ＩＲ部管掌 

6月 25日 大田 勝幸 執行役員 経理部長 
取締役 執行役員 

経理部管掌 



（２）退任 

日 付 氏 名 現  退任後の予定 

6月 25日 外池 廉太郎 
取締役 常務執行役員 

企画１部・企画２部管掌 

 タツタ電線(株) 

代表取締役社長 

社長執行役員 

6月 25日 大町  章 
取締役 常務執行役員 

監査部・経理部管掌 

 ＪＸ日鉱日石開発(株) 

取締役 常務執行役員 

ＣＳＲ推進部・経理部管掌 

 

３．取締役を兼務しない執行役員の異動 

新任 

日 付 氏 名 現 新 

6月 25日 堀  一浩 
ＪＸ日鉱日石金属(株) 

経営企画部長 
執行役員 

企画１部長 

 

４．部長級人事異動 

日 付 氏 名 現 新 

6月 25日 田口 洋司 秘書部副部長 秘書部長 

6月 25日 田中 聡一郎 経理部副部長 経理部長 

6月 25日 岩上 浩幸 秘書部長 
ＪＸ日鉱日石エネルギー(株) 

執行役員 ロンドン事務所長 

 

５．主要グループ会社の社長人事異動 

（１）ＪＸエンジニアリング(株) 

日 付 氏 名 現 新 

6月 22日 大藤 俊洋 代表取締役社長 社長執行役員 退任 

6月 22日 倉田 一郎 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 

 

（２）ＪＸ日鉱日石キャリアサポート(株) 

日 付 氏 名 現 新 

6月 18日 安永 正人 代表取締役社長  退任 

6月 18日 諸角 康弘 取締役副社長 代表取締役社長 

 

 

 



（３）ＪＸ日鉱日石ファイナンス(株) 

日 付 氏 名 現 新 

6月 25日 内田 幸雄 

代表取締役社長 

ＪＸホールディングス(株) 

取締役 副社長執行役員 

退任 

ＪＸホールディングス(株) 

代表取締役社長 社長執行役員 

6月 25日 大場 邦光 

 

ＪＸ日鉱日石開発(株) 

執行役員 企画部長 

代表取締役社長 

ＪＸホールディングス(株) 

取締役 常務執行役員 

 

以上 

 

（参考） ＪＸホールディングス株式会社の役員体制（２０１５年６月２５日付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（参考）  ＪＸホールディングス株式会社の役員体制（２０１５年６月２５日付） 

 

１．取締役  
  

 代表取締役会長                            木村  康 
  

 代表取締役社長  社長執行役員                    内田 幸雄 
  

 取締役      副社長執行役員 社長補佐､秘書部･総務部･法務部管掌  川田 順一 
  

 取締役      常務執行役員  企画１部・企画２部管掌               安達 博治 
  

 取締役      常務執行役員  監査部・財務ＩＲ部管掌          大場 邦光 
  

 取締役      執行役員    経理部管掌                       大田 勝幸 
  

 取締役（非常勤） ＪＸ日鉱日石エネルギー（株）               杉森  務 

代表取締役社長 社長執行役員 

         取締役（非常勤） ＪＸ日鉱日石エネルギー（株）                     内島 一郎 

取締役 副社長執行役員 社長補佐 
  

 取締役（非常勤） ＪＸ日鉱日石開発（株）                  三宅 俊作 

代表取締役社長 社長執行役員 
  

 取締役（非常勤） ＪＸ日鉱日石金属（株）                  大井  滋 

代表取締役社長 社長執行役員 
  

 社外取締役                                 小宮山 宏 
  

 社外取締役                                 大田 弘子 
  

 社外取締役                                 大塚 陸毅 
  

 社外取締役                                 近藤 誠一 
  

２．監査役  
  

 常勤監査役                                 大村 直司 
  

 常勤監査役                                 瀬戸川 隆 
  

 社外監査役                                 中込 秀樹 
  

 社外監査役                                 兼元 俊德 
  

 社外監査役                                 牛尾  奈緒美 
  

３．取締役を兼務しない執行役員  
  

 執行役員       総務部長                          山本 一郎 
  

 執行役員     法務部長                        田口  聡 
  

 執行役員     企画１部長                       堀  一浩 

 

 


