
 1  

                                                                                  平成２３年３月１日 

  各     位 

                                                             兵庫県西宮市甲子園口六丁目１番４５号 

                                                             極 東 開 発 工 業 株 式 会 社   

                                                             代表取締役社長最高執行責任者   筆 谷 高 明 

                                                             （ｺｰﾄﾞ：7226  東証・大証  市場第一部）  

                                                             お問合せ先 

                                                             取締役執行役員管理本部長  高 島 義 典 

                                                                TEL（０７９８）６６－１５００ 

 

組織変更および人事異動のお知らせ 
 

平成２３年４月１日付で次のとおり組織変更および人事異動を行いますのでお知らせいたします｡ 

 

記 

 
１．主な組織変更 

（１）海外戦略の強力な推進 

  海外推進部を新設し、積極的な海外展開のための推進役の役割を担う。 

（２）特装サービス体制の強化 

  特装事業部にサービス本部を新設し、顧客サービスを強化するためサービス本部の管轄下に東西 

  のロードサービス部を新設する。 

（３）特装営業本部の支店制度 

  特装事業部営業本部の各営業部を廃止し、担当エリアをより細分化した支店制の営業組織とすること 

  で、お客様への密着度を高める。 

（４）工場の組織簡素化（製造課への集約） 

  ものづくりに関連する各課を製造課に統合し、横のつながりを強化し柔軟な生産体制を採る。 

（５）製品の標準化・仕様統一の推進 

  標準化業務に対して、専門に取組む部署（標準課）を新設する。 

 

２．主な人事異動 

新 旧 氏名 

代表取締役専務 専務執行役員 

財務部担当、賃貸事業担当、関係会社関与 

代表取締役専務 専務執行役員 

財務部長 

賃貸事業担当、関係会社関与 

中井 一喜 

取締役 執行役員 

海外事業部 特命担当 

取締役 執行役員 

海外事業部長 
植山 友幾 

執行役員 

特装事業部 副事業部長 兼 

極東特装車貿易（上海）有限公司董事 兼 

極東開発（昆山）機械有限公司董事・総経理 

執行役員 

特装事業部 副事業部長 兼 

特装事業部 生産本部 海外生産部長 兼 

極東特装車貿易（上海）有限公司董事 兼 

極東開発（昆山）機械有限公司董事・総経理 

西田 正和 

執行役員 

海外事業部長 

特装事業部 営業本部関与 

執行役員 

特装事業部 営業本部 副本部長 兼  

特装事業部 営業本部 営業推進部長 

高橋 和也 
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執行役員 

海外推進部長   兼 

管理本部 経営企画部長 

管理本部 経営企画部長 則光 健男 

執行役員 

環境事業部 副事業部長   兼 

環境事業部 技術部長 

環境事業部 技術部長 堀本 昇 

財務部長 財務部 次長 原田 一彦 

特装事業部 営業本部 営業推進部長 特装事業部 営業本部 関東営業部長 加藤 定宣 

特装事業部 営業本部 パワーゲート営業部長 特装事業部 営業本部 中部営業部長 鈴木 雅夫 

特装事業部 営業本部 ＣＰ営業部長 特装事業部 ＣＰ営業本部 西部営業部長 吉田 栄一郎

特装事業部 営業本部 首都圏支店長 海外事業部 営業部長 藤波 充生 

特装事業部 生産本部 生産推進部長 兼  

特装事業部 生産本部 調達部長 
特装事業部 生産本部 生産推進部長 栗山 裕章 

特装事業部 生産本部 福岡工場長 特装事業部 生産本部 調達部長 伊藤 文隆 

特装事業部 生産本部 名古屋工場 副工場長 特装事業部 生産本部 名古屋工場 技術部長 内野 秀治 

（参与） 

特装事業部 サービス本部長 

（参与） 

特装事業部 ＣＰ営業本部長 
吉田 正敏 

特装事業部 サービス本部 副本部長 兼 

特装事業部 サービス本部 パーツセンター長 
特装事業部 生産本部 サービス部長 佐藤 孝雄 

特装事業部 サービス本部  

東部ロードサービス部長 
特装事業部 ＣＰ営業本部 東部営業部長 永井 俊行 

特装事業部 サービス本部  

西部ロードサービス部長 
特装事業部 営業本部 北日本営業部長 瀬尾 憲司 
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３．関連会社の主な組織変更および人事異動 

 

（日本トレクス株式会社） 

（１） 主な組織変更 

  ①経営方針、経営戦略の迅速な決定、業務執行の体制強化を図るため、執行役員制度を導入する。 

  ②経営戦略の企画・立案機能の強化を図るため、経営企画部を新設する。 

  ③生産体制の効率化を図るため、製造部、技術部を統合し、製造部とする。 

 

（２） 主な人事異動 

新 旧 氏名 

代表取締役社長 最高執行責任者 

営業本部長 
代表取締役社長 営業本部長 西川 柳一郎

取締役 常務執行役員 

生産本部長 
常務取締役 生産本部長 前田 泰孝 

取締役 常務執行役員  

総務部長 兼 監査室長 
常務取締役 総務部長 兼 監査室長 近藤 治弘 

取締役 執行役員 

営業本部 副本部長 兼  

営業本部 西日本営業部長 

取締役 

営業本部 副本部長 兼  

営業本部 西日本営業部長 

杉村 勝美 

取締役 執行役員 

営業本部 副本部長 兼  

営業本部 東日本営業部長 

取締役 

営業本部 副本部長 兼  

営業本部 東日本営業部長 

及川 秀樹 

取締役 執行役員 

生産本部 副本部長 兼 生産本部 開発部長

取締役 

生産本部 副本部長 兼 生産本部 開発部長 
酒井 方喜 

取締役 執行役員 

生産本部 副本部長 兼 生産本部 調達部長

取締役 

生産本部 副本部長 兼 生産本部 技術部長 
細窪 秀和 

執行役員  

生産本部 技術サービス部長 
生産本部 技術サービス部長 木下 彰二 

執行役員 

営業本部 営業推進部長 兼 

営業本部 営業推進部 業務室長 

生産本部 調達部長 中島 光彦 

執行役員  

経営企画部長 兼 経営企画部 広報室長 

営業本部 営業推進部長 兼 

営業本部 営業推進部 営業企画室長 
松原 宏 

監査役 

（極東開発工業（株） 財務部長） 
（極東開発工業（株） 財務部 次長） 原田 一彦 

 

以  上 

 

                                        


