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２０２１年 ２月２４日 

各位 

 
 

 

代表取締役の異動（社長交代）および 

取締役担当職務の変更等に関するお知らせ 
 

株式会社栗本鐵工所（本社：大阪市西区、社長：串田守可）は、2021 年２月 24 日開催の取締役会において、下記のとおり代

表取締役の異動（社長交代）、取締役担当職務の変更、執行役員の異動、および機構改革について決議致しましたので、お知

らせ致します。 

 

記 

 

１．代表取締役の異動（社長交代） 

（１）異動の理由 

    経営体制のより一層の強化・充実をはかることによって、当社の持続的成長と企業価値の向上を目指すものであります。 

（２）異動の内容 

＜2021 年４月１日付＞ 

＜新役職名＞ ＜氏 名＞ ＜現役職名＞ 

代表取締役社長 菊本 一高 取締役上席執行役員 

産業建設資材・技術開発室・物流担当 

 

取締役会長 串田 守可 代表取締役社長 

（３）新任代表取締役社長の氏名及び略歴  

氏 名  菊本 一高（きくもと かずたか） 

出 身 地  大阪府 

生 年 月 日  1956 年４月 14 日（64 歳） 

最 終 学 歴  大阪工業大学 第一工学部 機械工学科 卒業 

略 歴   1982 年 11 月  当社入社 

2002 年 ４月   建材事業部 交野工場長 

2005 年 ４月   建材事業部 業務部長 

2011 年 ４月   執行役員 産業建設資材事業本部 化成品事業部長 

2017 年 ６月   取締役 産業建設資材・技術開発室担当 

2018 年 ４月   取締役 産業建設資材・技術開発室・物流担当 

2018 年 ６月   取締役上席執行役員 産業建設資材・技術開発室・物流担当 

所有株式数  5,524 株 
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２．取締役担当職務の変更 

  取締役会のモニタリング機能を強化するために、事業セグメント担当は上席執行役員に委譲することとし、関連して取締役

の担当職務を次の通り変更いたします。 

＜2021 年４月１日付＞ 

＜新役職名＞ ＜氏 名＞ ＜現役職名＞ 

取締役常務執行役員 

人事・総務・法務担当 

 

屋地 幹生 取締役常務執行役員 

パイプシステム・法務・人事・総務担当 

取締役上席執行役員 

グループガバナンス（安全・品質管理・

環境・ＣＳＲ・監査・関係会社）担当 

 

新宮 良明 取締役上席執行役員 

機械システム・品質管理・安全衛生・生

産担当 

取締役上席執行役員 

財務・内部統制担当 

 

織田 晃敏 取締役上席執行役員 

財務・内部統制・総合企画室・関係会

社・監査 担当 

 

３．執行役員の異動 

＜2021 年４月１日付＞ 

＜新役職名＞ ＜氏 名＞ ＜現役職名＞ 

上席執行役員 

産業建設資材セグメント・物流 担当 

 

 

小島 眞也 上席執行役員 

グループガバナンス・物流プロジェクト・ 

海外特命 担当 

上席執行役員 

ライフラインセグメント担当 

パイプシステム事業部長 

 

吉永 泰治 執行役員 

鉄管事業部長 

上席執行役員 

機械システムセグメント担当 

 

浦地 好博 執行役員 

素形材エンジニアリング事業部長 

執行役員 

機械システム事業部長 

 

美濃 雅信 機械システム事業部 塑性加工ユニット  

長 

執行役員 

建材事業部長 

 

佐野 康雄 化成品事業部 湖東工場長 

執行役員 

バルブシステム事業部長 

 

田淵 泰志 住吉工場長 

バルブ事業部 バルブ製造部長 

執行役員 

素形材エンジニアリング事業部長 

藤本 容志 素形材エンジニアリング事業部 業務部 

長 

 

４．機構改革 

＜2021 年４月１日付＞ 

    （１）「パイプシステムセグメント」を「ライフラインセグメント」に改称する。 

（２）「鉄管事業部」を「パイプシステム事業部」に、「バルブ事業部」を「バルブシステム事業部」にそれぞれ改称する。 
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《ご参考》2021 年４月１日現在の経営体制（予定） 

 

１．取締役 

代表取締役社長 菊本 一高 － 

取締役会長 串田 守可 － 

取締役専務執行役員 岡田 博文 技術・海外・設備・コンポジットプロジェクト室担当 

取締役常務執行役員 屋地 幹生 人事・総務・法務担当 

取締役上席執行役員 新宮 良明 グループガバナンス（安全・品質管理・環境・ＣＳＲ・監

査・関係会社）担当 

取締役上席執行役員 織田 晃敏 財務・内部統制担当 

社外取締役 大槻 延廣 － 

社外取締役 近藤 慶子 － 

 

２．監査役 

常勤監査役 村田  実 － 

社外監査役 箱崎 一彦 （非常勤） 

社外監査役 有田 真紀 （非常勤） 

  

３．執行役員 

上席執行役員 小島 眞也 産業建設資材セグメント・物流担当 

上席執行役員 吉永 泰治 ライフラインセグメント担当 

パイプシステム事業部長 

上席執行役員 浦地 好博 機械システムセグメント担当 

執行役員 福井 武久 コンポジットプロジェクト室長 

執行役員 上田 高生 化成品事業部長 

執行役員 野口 安次 財務部長 

執行役員 丸谷  等 （株）本山製作所 代表取締役社長 

執行役員 廖  金孫 技術開発室長 

執行役員 美濃 雅信 機械システム事業部長 

執行役員 佐野 康雄 建材事業部長 

執行役員 田淵 泰志 バルブシステム事業部長 

執行役員 藤本 容志 素形材エンジニアリング事業部長 

 

 

以  上 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ 

株式会社 栗本鐵工所 総合企画室 

電話 06-6538-7719 


