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2023 年 3 月 1 日 

各 位 

上場会社名      極東開発工業株式会社  

代表者    取締役社長 布原 達也 

（コード番号  7226）  

問合せ先責任者    管理本部総務部長 

藤本 丈司 

（TEL  06-6205-7800） 

 

組織変更及び人事異動のお知らせ 

 

2023 年 4 月 1 日付で次のとおり組織変更及び人事異動を行いますのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．組織変更について 

（１）「品質保証部」の本部化 

   製品品質強化のための各種施策の意思決定の迅速化と対応力の強化を図り、製品及び企業

のブランド価値向上を目指す。 

 

（２）特装事業部に「業務部」を新設 

   特装車事業における営業のサポート体制を強化すると共に、顧客ニーズに沿った製品仕様・

品質を確保する体制を整える。 

 

（３）特装事業部に「コンクリートポンプ特販部」を新設 

   コンクリートポンプ・ディストリビュータをはじめとする当社製品の更なる製品力及び販売力強

化を図ると共に、今後の建設を取り巻く環境変化に対応し、AI・IoT との連携や電動化技術を

はじめとした新技術の開発・展開を進める。 

 

（４）特装事業部 営業本部に「東日本営業部」「西日本営業部」を新設 

東日本と西日本を統括する営業部門をそれぞれ新設することにより、顧客からの要望・意見

に対し迅速かつ柔軟な対応を可能とし、市場対応力の一層の強化を図ると共に、潜在的な

ニーズの発掘など、的確な市場開拓を実施できる体制を整える。 
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（５）環境事業部に本部制を導入 

本部制の導入に伴い「エンジニアリング本部」と「営業本部」を新設し、両本部に権限を委譲

することにより意思決定の迅速化を図る。 

 

（６）環境事業部 エンジニアリング本部に「建設部」を新設 

環境プラントの建設における責任・権限の委譲と技術者の育成を進め、エンジニアリング力

及び案件対応力の強化を図る。 

 

 

２．主な人事異動 

（※部長級以上の役職のみを記載しており、また下線は変更部分を示します。） 

（１）新任役員 

新 旧 氏名 

執行役員 

特装事業部 生産本部 三木工場長 
特装事業部 生産本部 三木工場長 佐竹 重幸 

執行役員 

SATRAC ENGINEERING PRIVATE 

LIMITED  

取締役会長 

SATRAC ENGINEERING PRIVATE 

LIMITED  

取締役会長 

岡本 智 

 

（２）その他の異動 

新 旧 氏名 

取締役 常務執行役員 

環境事業部長 兼 

環境事業部 エンジニアリング本部長 

環境事業関係会社関与 

取締役 常務執行役員 

環境事業部長 

環境事業関係会社関与 

堀本 昇 

執行役員 

品質保証本部長 

執行役員 

品質保証部長  
牛尾 昌史 

執行役員 

技術本部長 兼  

技術本部 開発部長 兼 

特装事業部 コンクリートポンプ特販部 

本部長 

執行役員 

技術本部長 兼  

技術本部 開発部長  

千々岩 伸佐久

執行役員 

環境事業部 副事業部長 兼 

環境事業部 営業本部長  

執行役員 

環境事業部 副事業部長 兼 

環境事業部 委託運転管理部長  

清水 守 
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新 旧 氏名 

執行役員 

特装事業部 営業本部 東日本営業部 

東日本統括 兼 

特装事業部 営業本部 直納部長 

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 直納部長 

山本 浩 

監査室長 - 花房 廣作 

品質保証本部 部長 - 若林 哲也 

技術本部 営業技術部長 - 新井 佳和 

特装事業部 推進部長 兼 

特装事業部 業務部長 
特装事業部 推進部長 生野 晃良 

特装事業部 コンクリートポンプ特販部長 
特装事業部 営業本部 

コンクリートポンプ営業部長 
石田 豊富 

特装事業部 営業本部 

コンクリートポンプ営業部長 
特装事業部 営業本部 北関東支店長 江島 靖浩 

特装事業部 営業本部 北関東支店長 - 吉野 猛 

特装事業部 営業本部 西日本営業部 

西日本統括 兼 

特装事業部 営業本部 関西支店長 

特装事業部 営業本部 関西支店長 岡崎 隆宏 

環境事業部 エンジニアリング本部 

建設部長 
- 加藤 隆一 

環境事業部 管理部長 兼 

環境事業部 委託運転管理部長 
環境事業部 管理部長 同道 栄治 

 

 

３．関係会社の主な人事異動 

 

日本トレクス株式会社 

（※日本トレクス株式会社における役員とその担当を記載しており、また下線は変更部分を示します。） 

新 旧 氏名 

日本トレクス株式会社 

取締役 執行役員 

管理本部 情報システム部長 兼 

管理本部 情報システム部・ 

経営企画部・経理部統括  

日本トレクス株式会社 

執行役員 

管理本部 情報システム部長 兼 

管理本部 情報システム部・ 

総務部統括 

加藤 高生 
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以  上 

新 旧 氏名 

日本トレクス株式会社  

取締役 執行役員 

生産本部 副本部長 兼 

生産本部 開発部・設計部統括 

日本トレクス株式会社  

執行役員 

生産本部 副本部長 兼 

生産本部 開発部・設計部統括 

定本 匡市 

日本トレクス株式会社  

執行役員 

営業本部 北日本営業部・ 

東日本営業部・首都圏営業部統括 

日本トレクス株式会社  

営業本部 北日本営業部長 
山本 英城 

日本トレクス株式会社  

執行役員 

営業本部 中部営業部・ 

近畿営業部・西日本営業部統括 

日本トレクス株式会社  

営業本部 中部営業部長 
丸山 健 

 

 

  


