
 

 

 

 

 

 平成２９年５月１７日 

各      位 

 会 社 名 東日本旅客鉄道株式会社 

 代表者名 代表取締役社長 冨田 哲郎 

（コード番号 9020 東証第一部） 

 問合せ先 広 報 部 長 石田  亨 

(TEL．03-5334-1300） 

 

代表取締役等の異動に関するお知らせ 
 

当社は、平成２９年５月１７日開催の取締役会において、代表取締役の異動を内定し、第３０回定時株主 

総会（６月２３日予定）に付議する役員の候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、本件は第３０回定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定です。 

 

 

記 

 

 

Ⅰ．代表取締役の異動について 

 １．異動の理由 

国際事業本部を新設し、国際業務の推進体制強化を図るため 

 

 ２．新任代表取締役の氏名および役職名等 

（新任）氏 名：中 井 雅 彦（なかい まさひこ） 

（新任）新 役 職 名：代表取締役副社長 

（新任）生 年 月 日：昭和２８年１０月 ８日（６３歳） 

（新任）略 歴：昭和６２年 ４月 東日本旅客鉄道株式会社入社 

（●●）略 歴：平成２０年 ６月 執行役員 

（●●）略 歴：平成２５年 ６月 常務取締役 

（●●）所有株式数：３，６００株 

 

 ３．就任予定日 

   平成２９年６月２３日 

 

Ⅱ．その他役員の異動について 

 １．新任取締役候補者 

   太 田 朝 道（現 常務執行役員 鉄道事業本部運輸車両部長、鉄道事業本部安全企画部担当） 

新 井 健一郎（現 執行役員 総合企画本部品川・大規模開発部長） 

   松 木    （現 執行役員 仙台支社長） 

 

 ２．取締役退任予定者 

   常務取締役  森 本 雄 司（㈱ﾙﾐﾈ 代表取締役社長就任予定） 

常務取締役  一ノ瀬 俊 郎（㈱ｱﾄﾚ 代表取締役社長就任予定） 

取 締 役  江 藤 尙 志（㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本ｽﾎﾟｰﾂ 代表取締役社長就任予定） 

 

 ３．新任監査役候補者 

森  公 高（現 森公認会計士事務所所長、日本公認会計士協会相談役）※ 

※森 公高氏は、社外監査役の候補者であります。 

 

 ４．監査役退任予定者 

監査役（非常勤） 山 口 俊 明 

 

（注）今回の役員選任による取締役数（１６名）および監査役数（５名）の変動はありません。 



 

新たに代表取締役および役付取締役が、上記株主総会終了後の取締役会において決定されますが、その予定

者は次のとおりです。 

 

 １．代表取締役副社長予定者 

中 井 雅 彦（現 常務取締役 鉄道事業本部副本部長、鉄道事業本部信濃川発電所業務改善推進部担当、

建設工事部担当、ｲﾝﾄﾞ高速鉄道ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当） 

 

 ２．常務取締役予定者 

太 田 朝 道（現 常務執行役員 鉄道事業本部運輸車両部長、鉄道事業本部安全企画部担当） 

新 井 健一郎（現 執行役員 総合企画本部品川・大規模開発部長） 

松 木    （現 執行役員 仙台支社長） 

       

なお、取締役に選任された場合に退任することとなる３氏（太田朝道氏、新井健一郎氏、松木 氏）のほか、

次のとおり執行役員の異動を予定しております。 

 

（新任常務執行役員予定者）平成２９年６月２３日付 

  常務執行役員 東京支社東京駅長   小 池 邦 彦（現 執行役員 人事部業務革新ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ統括、 

JR 東日本総合研修ｾﾝﾀｰ所長） 

  常務執行役員            淺 見 郁 樹（現 執行役員 鉄道事業本部信濃川発電所業務改善推進部長、 

  鉄道事業本部信濃川発電所業務改善推進部担当、          建設工事部長） 

  建設工事部担当 

 

（新任執行役員予定者）平成２９年６月２３日付 

  執行役員 総合企画本部品川・大規模開発部長 倉 橋  宏 彰（現 ﾆｭｰﾖｰｸ事務所長） 

執行役員 鉄道事業本部運輸車両部長 市 川  東太郎（現 事業創造本部（㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本物流 出向）） 

執行役員 新幹線運行本部長     小 塙  隆 一（現 ﾊﾟﾘ事務所長） 

執行役員 八王子支社長       坂 本  浩 行（現 鉄道事業本部運輸車両部（JR千葉鉄道ｻｰﾋﾞｽ㈱ 出向）） 

執行役員 大宮支社長        中 村  知 久（現 監査部長） 

執行役員 千葉支社長        西 田  直 人（現 事業創造本部（㈱ｱﾄﾚ 出向）） 

執行役員 新潟支社長        今 井  政 人（現 総合企画本部投資計画部長） 

執行役員 長野支社長        伊 藤  悦 郎（現 厚生部（ｼﾞｪｲｱｰﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ健康保険組合 出向）） 

執行役員 東京工事事務所長     竹 内  研 一（現 東北工事事務所長） 

 

（執行役員退任予定者）平成２９年６月２２日付 

執行役員 総合企画本部技術企画部長、 横 山    淳（JR 東日本ﾋﾞﾙﾃｯｸ㈱ 代表取締役社長就任予定） 

JR 東日本研究開発ｾﾝﾀｰ所長 

執行役員 事業創造本部副本部長   松 﨑 哲士郎（仙台ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ㈱ 代表取締役社長就任予定） 

執行役員 八王子支社長       内 田  海基夫 

執行役員 千葉支社長        藤 森 伸 一 

執行役員 新幹線運行本部長     小 栗   彰（東京ﾓﾉﾚｰﾙ㈱ 代表取締役社長就任予定） 

 

                        

 

以 上 



参考資料

［新  職］ ［氏  名］ ［旧  職］

  

 取締役会長  清  野      智  取締役会長

 取締役副会長  小　縣　方　樹  取締役副会長

  技術関係（全般）   技術関係（全般）

  国際関係（全般）   国際関係（全般）

 代表取締役社長  冨  田  哲  郎  代表取締役社長

 代表取締役副社長  深　澤　祐　二  代表取締役副社長

  社長補佐（全般）    社長補佐（全般）  

  インド高速鉄道担当   インド高速鉄道プロジェクト担当

 代表取締役副社長  川野邊      修  代表取締役副社長

  社長補佐（全般）    社長補佐（全般）  

  鉄道事業本部長   鉄道事業本部長

 代表取締役副社長  中  井  雅  彦  常務取締役

  社長補佐（全般）   鉄道事業本部副本部長

  国際事業本部長   鉄道事業本部信濃川発電所業務改善推進部担当

  建設工事部担当

  インド高速鉄道プロジェクト担当

 常務取締役  西　山　隆　雄  常務取締役

  国際事業本部副本部長 　国際担当

 常務取締役  日　野　正　夫  常務取締役

　鉄道事業本部副本部長 　鉄道事業本部副本部長

　鉄道事業本部営業部担当 　鉄道事業本部営業部担当

　観光担当 　観光振興担当

　オリンピック・パラリンピック担当 　オリンピック・パラリンピック担当

 常務取締役  前　川　忠　生  常務取締役

　東京支社長 　東京支社長

 常務取締役  石　川　明　彦  常務取締役

　総合企画本部長 　広報部担当　人事部担当  厚生部担当

　人事部担当  厚生部担当 　法務部担当  総務部担当

 常務取締役  太　田　朝　道  常務執行役員

　鉄道事業本部副本部長 　鉄道事業本部運輸車両部長

　鉄道事業本部安全企画部担当 　鉄道事業本部安全企画部担当

　鉄道事業本部運輸車両部担当

 常務取締役  新　井　健一郎  執行役員

　事業創造本部長 　総合企画本部品川・大規模開発部長

　鉄道事業本部サービス品質改革部担当

 常務取締役  松　木　　　　  執行役員

　監査部担当　広報部担当　財務部担当   仙台支社長

　法務部担当　総務部担当

取締役の業務分担等について

【ＪＲ東日本】  (平成２９年６月２３日付予定)

 



［新  職］ ［氏  名］ ［旧  職］

 取締役  濱　口　友  一  取締役

 取締役  伊　藤　元  重  取締役

 取締役  天　野　玲  子  取締役



（参考）   (平成２９年６月２３日付予定)

［新  職］ ［氏  名］ ［旧  職］

 常務執行役員  熊　本　義　寛  常務執行役員

  国際事業本部副本部長   インド高速鉄道プロジェクト担当

  インド高速鉄道担当

 常務執行役員  平　野　邦　彦  常務執行役員

　総合企画本部副本部長 　総合企画本部副本部長

　品川開発担当 　品川開発担当

　地方創生担当 　地方創生担当

 常務執行役員  黒　岩　雅　夫  常務執行役員

　総合企画本部システム企画部担当 　総合企画本部システム企画部担当

　鉄道事業本部電気ネットワーク部担当 　鉄道事業本部電気ネットワーク部担当

　大規模切換工事担当 　大規模切換工事担当

 常務執行役員  向　山　路　一  常務執行役員

  総合企画本部復興企画部担当   総合企画本部復興企画部担当

　総合企画本部技術企画部担当 　総合企画本部技術企画部担当

　鉄道事業本部設備部担当 　鉄道事業本部設備部担当

 常務執行役員  野　口　　　忍  常務執行役員

　ＩＴ・Ｓｕｉｃａ事業本部長 　ＩＴ・Ｓｕｉｃａ事業本部長

 常務執行役員  小　池　邦　彦  執行役員

　東京支社東京駅長 　人事部業務革新プロジェクト統括

　ＪＲ東日本総合研修センター所長

 常務執行役員  淺　見　郁　樹  執行役員

  鉄道事業本部信濃川発電所業務改善推進部担当   鉄道事業本部信濃川発電所業務改善推進部長

  建設工事部担当   建設工事部長

 執行役員  大　口　　　豊  執行役員

　総合企画本部復興企画部長 　総合企画本部復興企画部長

 執行役員 倉　橋　宏　彰  ニューヨーク事務所長

　総合企画本部品川・大規模開発部長

 執行役員  喜　㔟　陽　一  執行役員

  総合企画本部経営企画部長 　人事部長

 執行役員  最　明　　　仁  執行役員

  国際事業本部部長   総合企画本部国際業務部長

 執行役員  川　合　正　敏  執行役員

　鉄道事業本部副本部長（新幹線）   長野支社長

　

 執行役員  廣　川　　　隆  執行役員

　鉄道事業本部安全企画部長 　鉄道事業本部安全企画部長

 執行役員  阪　本　未来子  執行役員
　鉄道事業本部営業部長   大宮支社長

 執行役員 市　川　東太郎  事業創造本部（㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本物流 出向）
　鉄道事業本部運輸車両部長

 執行役員  伊　勢　勝　巳  執行役員

　鉄道事業本部設備部長 　鉄道事業本部設備部長



［新  職］ ［氏  名］ ［旧  職］

 執行役員  山　本　康　裕  執行役員

　鉄道事業本部電気ネットワーク部長 　鉄道事業本部電気ネットワーク部長

 執行役員  大　西　精　治  執行役員

  鉄道事業本部信濃川発電所業務改善推進部長 　東京工事事務所長

  建設工事部長

 執行役員  弭　間　俊　則  執行役員

　事業創造本部副本部長   新潟支社長

 執行役員  表  　  輝  幸  執行役員

　事業創造本部副本部長 　事業創造本部副本部長

 執行役員  周　藤　晴　子  執行役員

　財務部長 　財務部長

 執行役員  根  本  英  紀  執行役員

　人事部長 　鉄道事業本部営業部長

　ＪＲ東日本総合研修センター所長

 執行役員  白　石　敏　男  執行役員

　総務部長 　総務部長

 執行役員  野　澤　伸一郎  執行役員

　構造技術センター所長 　構造技術センター所長

 執行役員 小　塙　隆　一  パリ事務所長

　新幹線運行本部長

 執行役員  渡　利　千　春  執行役員

  横浜支社長   横浜支社長

 執行役員 坂　本　浩　行  鉄道事業本部運輸車両部（JR千葉鉄道ｻｰﾋﾞｽ㈱ 出向）

  八王子支社長

 執行役員 中　村　知　久  監査部長

  大宮支社長

 執行役員  百　瀬　　　孝  執行役員

　高崎支社長 　高崎支社長

 執行役員  輿　石　逸　樹  執行役員

　水戸支社長 　水戸支社長

 執行役員 西　田　直　人  事業創造本部（㈱ｱﾄﾚ 出向）

　千葉支社長

 執行役員  坂　井　　　究  執行役員

  仙台支社長   総合企画本部経営企画部長

 執行役員  大　内　　　敦  執行役員

　盛岡支社長 　盛岡支社長

 執行役員  菊　地　　　正  執行役員

　秋田支社長 　秋田支社長

 執行役員 今　井　政　人  総合企画本部投資計画部長

　新潟支社長



［新  職］ ［氏  名］ ［旧  職］

 執行役員 伊　藤　悦　郎  厚生部（ｼﾞｪｲｱｰﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ健康保険組合 出向）

　長野支社長

 執行役員 竹　内　研　一  東北工事事務所長

　東京工事事務所長


