
平成 31 年３月 25 日 
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社外取締役候補者の選任および役員の異動等に関するお知らせ 
 

 当社は、本日開催の取締役会において、平成 31 年６月中旬開催予定の定時株主総会に付議する社外取締

役候補者の選任および役員の異動について、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。 

 取締役及び執行役員の役位について、経営に関する意思決定および業務執行の監督のための機関である

取締役会と業務執行組織を明確に区別するために変更を行いました。 

また、役員の昇任並びに執行役員の異動等も決定されましたので、あわせてお知らせいたします。 

 

記 

 
 

１．役員の異動等 

(1) 新任社外取締役候補（平成 31 年６月中旬株主総会付議予定） 

     社外取締役       森
もり

 詳 介
しょうすけ

   (現 関西電力㈱相談役、 

ＡＮＡホールディングス㈱社外取締役、 

阪急阪神ホールディングス㈱社外取締役、 

㈱ロイヤルホテル社外取締役） 

       ※森詳介氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として 

同取引所に届け出る予定です。 

 

  (2) 退任取締役（平成 31 年６月中旬株主総会日付） 

     舟木 隆    （現 専務取締役兼執行役員） 

当社特別理事、 

鹿島液化ガス共同備蓄㈱代表取締役社長に就任予定。 

     渡邊 雅則   （現 常務取締役兼執行役員） 

当社特別理事、 

岩谷マルヰガス㈱代表取締役社長に専任予定、 

岩谷設備システム㈱代表取締役会長に就任予定。 

山本 裕    （現 取締役兼執行役員） 

当社特別理事、 

東日本イワタニガス㈱代表取締役社長に就任予定。 

     稲田 和正   （現 取締役兼執行役員） 

当社特別理事、 

イワタニカセットフー㈱代表取締役社長、 

イワタニカートリッジガス㈱取締役会長に就任予定。 
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田井中 秀喜  （現 取締役兼執行役員） 

当社特別理事、 

岩谷物流㈱代表取締役社長に就任予定。 

     内藤 碩昭   （現 社外取締役） 

   

  (3) 役員の昇任および異動（平成 31 年４月１日付） 

 代表取締役 社長執行役員  谷本 光博   （現 代表取締役社長兼執行役員） 

取締役 副社長執行役員   上羽 尚登   （現 取締役副社長兼執行役員） 

 取締役 副社長執行役員   間島 寬    （現 専務取締役兼執行役員） 

 取締役 専務執行役員    岩谷 直樹   （現 常務取締役兼執行役員） 

取締役 専務執行役員    太田 晃    （現 常務取締役兼執行役員） 

取締役 専務執行役員    渡邉 聡    （現 常務取締役兼執行役員） 

 取締役 専務執行役員    堀口 誠    （現 常務取締役兼執行役員） 

 取締役 常務執行役員    大川 格    （現 取締役兼執行役員） 

 取締役（非常勤）      舟木 隆    （現 専務取締役兼執行役員） 

取締役（非常勤）      渡邊 雅則  （現 常務取締役兼執行役員） 

取締役（非常勤）       山本 裕    （現 取締役兼執行役員） 

 取締役（非常勤）      稲田 和正   （現 取締役兼執行役員） 

 取締役（非常勤）      田井中 秀喜  （現 取締役兼執行役員） 

 

 

２．執行役員の異動等 

  (1) 執行役員の選任（平成 31 年４月１日付） 

     執行役員          本折
もとおり

 憲司
け ん じ

   （現 上級理事） 

     執行役員          西村
にしむら

 昌人
まさひと

   （現 上級理事） 

     執行役員          宮垣
みやがき

 尚民
なおたみ

      （現 上級理事） 

     執行役員          清水
し み ず

 尚之
ひさゆき

     （現 上級理事） 

執行役員         一色
いっしき

 渉
わたる

     （現 理事） 

    

  (2) 執行役員の退任（平成 31 年４月１日付） 

牧野 明次   （現 代表取締役会長兼ＣＥＯ兼執行役員） 

当社代表取締役会長兼ＣＥＯに専任予定。 

渡邊 敏夫   （現 代表取締役副会長兼執行役員） 

当社代表取締役副会長に専任予定。 

       舟木 隆    （現 専務取締役兼執行役員） 

当社取締役（非常勤）、 

鹿島液化ガス共同備蓄㈱代表取締役社長に就任予定。 

 

 



       渡邊 雅則   （現 常務取締役兼執行役員） 

当社取締役（非常勤）、 

岩谷マルヰガス㈱代表取締役社長に専任予定、 

岩谷設備システム㈱代表取締役会長に就任予定。 

山本 裕    （現 取締役兼執行役員） 

当社取締役（非常勤）、 

東日本イワタニガス㈱代表取締役社長に就任予定。 

     稲田 和正   （現 取締役兼執行役員） 

当社取締役（非常勤）、 

イワタニカセットフー㈱代表取締役社長、 

イワタニカートリッジガス㈱取締役会長に就任予定。 

田井中 秀喜  （現 取締役兼執行役員） 

当社取締役（非常勤）、 

岩谷物流㈱代表取締役社長に就任予定。 

宮崎 淳    （現 常務執行役員） 

当社中央研究所長に専任予定。 

安藤 憲雄   （現 常務執行役員） 

ガス保安検査㈱代表取締役社長に就任予定。 

土田 和久   （現 常務執行役員） 

谷口酸素工業㈱専務取締役に就任予定。 

原 昇平    （現 常務執行役員） 

関電ガスサポート㈱取締役副社長に専任予定。 

笠谷 宏    （現 常務執行役員） 

岩谷物流㈱常務取締役に就任予定。 

久保 秀樹   （現 常務執行役員） 

セントラル石油瓦斯㈱代表取締役社長に就任予定。 

竹下 正文   （現 執行役員） 

イワタニ山陽㈱代表取締役社長に就任予定。 

今中 泰雅   （現 執行役員） 

イワタニ関東㈱代表取締役社長に専任予定。 

 

  (3) 執行役員の昇任（平成 31 年４月１日付） 

     常務執行役員  小林 浩次 （現 執行役員） 

     常務執行役員  碇 浩一郎 （現 執行役員） 

     上席執行役員  床本 浩二 （現 執行役員） 

     上席執行役員  松尾 哲夫 （現 執行役員） 

     上席執行役員  倉本 博之 （現 執行役員） 

     上席執行役員  矢野 浩之 （現 執行役員） 

以 上 


