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報道関係各位 

プレスリリース 

2018年8月27日 

  八千代エンジニヤリング株式会社 

 
 

「決算取締役会決議事項についてのお知らせ」 
 
 

標記につき、本日8月27日(月)に第56期決算取締役会が開催され、下記事項が決議され

ました。 

なお、これらの事項については、9月26日開催予定の第56期定時株主総会および取締役

会にて正式に決定される予定です。 

 
記 

1.第56期（2018年6月）決算 

 第55期 
(H28.7.1～

H29.6.30) 

第56期 
(H29.7.1～

H30.6.30) 
前期比 

第57期目標 
(H30.7.1～

H31.6.30) 

受   注   高 22,319百万円 21,999百万円 1.4%減 21,900百万円 

売   上   高 20,747百万円 20,986百万円 1.2%増 21,822百万円 

経  常  利  益 726百万円 788百万円 8.5%増 － 

当 期 純 利 益 428百万円 643百万円 50.2%増 － 

注）金額は百万円以下切捨て、前期比は千円単位の金額に基づいて算出し、小数点第二位を四捨五入 

 

2.執行役員制度導入について 
 （１）導入の理由 

    経営と執行の分離による監督・チェック機能を高め、取締役会の活性化、意思決

定の迅速化により経営の効率化を図るため。 

 （２）執行役員制度の概要 

    ①執行役員の選任、解任及び分掌は、取締役会で決議する。 

    ②執行役員の任期は1年とする。 

    ③取締役は執行役員を兼務できるものとする。 

     ④執行役員は、取締役会の決議に従い、代表取締役社長の指揮の下、担当業務の

執行責任者として業務を行う。 

 （３）導入時期 

    平成30年9月26日 

 

3.役員人事（平成30年9月26日付予定） 

 （１）取締役、監査役及び執行役員一覧 

氏名 新役職名 旧役職 

花岡 憲男 代表取締役会長 代表取締役会長 

出水 重光 
代表取締役 社長執行役員 

経営企画本部長 

代表取締役社長 

経営企画本部長 

長沢  威 
取締役 専務執行役員 

管理統括本部長 兼 事務統括部門長 

専務取締役 

管理統括本部長 兼 事務統括部門長 
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氏名 新役職名 旧役職 

水野 高志 
取締役 専務執行役員 

技術管理本部長 

常務取締役 

技術管理本部長 

長谷川 清 

取締役 専務執行役員 

事業統括本部長 兼 事業統括本部国内

事業部長 兼 技術統括部門長 兼 営業

部門長 

常務取締役 

事業統括本部長 兼 事業統括本部国内事

業部長 兼 技術統括部門長 兼 営業部門

長 

上杉 泰右 
取締役 常務執行役員 

九州支店長 

常務取締役 

九州支店長 

高橋  努 
取締役 執行役員 

事業開発本部長 兼 経営企画本部副本

部長 兼 環境部門長 

取締役 

事業開発本部長 兼 経営企画本部副本部

長 兼 環境部門長 

山村 正人 取締役 取締役 

鈴木 啓之 監査役 
取締役 

名古屋支店長 

若木 孝一 監査役 監査役 

石橋 良啓 専務執行役員 専務取締役 

吉兼 秀典 専務執行役員 専務取締役 

北野 真広 
執行役員 

事業統括本部海外事業部副事業部長 

取締役 

事業統括本部海外事業部副事業部長 

眞間 修一 
執行役員 

名古屋支店長 

取締役 

名古屋支店副支店長 

香月 秀一 
執行役員 

管理統括本部副本部長 兼 総務部門長 

取締役 

管理統括本部副本部長 兼 総務部門長 

河辺 真一 
執行役員 

広島支店長 

取締役 

広島支店長 

妹尾 嘉之 
執行役員 

大阪支店長 

取締役 

大阪支店長 

後藤 宏二 執行役員 取締役 

梁田 信河 
執行役員 

北日本支店長 兼 河川・水工部門長 

取締役 

北日本支店長 兼 河川・水工部門長 

有山  聡 
執行役員 

事業統括本部副本部長 兼 事業統括本

部海外事業部長 

取締役 

事業統括本部副本部長 兼 事業統括本部

海外事業部長 

小林 幸浩 
執行役員 

事業統括本部国内事業部総括副事業部

長 兼 道路・鉄道部門長 

取締役 

事業統括本部国内事業部総括副事業部長 

兼 道路・鉄道部門長 

佐藤 拓也 
執行役員 

事業統括本部副本部長 
事業統括本部副本部長 

（２）退任予定取締役 

氏名 新役職名 旧役職 

柴田 善光 常任顧問 取締役副社長 

小宮 雅嗣 顧問 
常務取締役 

事業統括本部副本部長 

岡田 稔規 
顧問 

内部統制室長 

取締役 

内部統制室長 

（３）辞任予定監査役 

氏名 新役職名 旧役職 

石井 昌宏 顧問 監査役 

以上 
 

問合せ先：経営企画本部 経営企画部 部長 畑 浩太 TEL:03-5822-2825 

※社名は八千代エンジニヤリング株式会社です。ヤをアとしないようにお願いいたします。 


