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                         2019 年１月 31 日 

川崎汽船株式会社 

代表取締役及び執行役員の異動について 

 

当社は本日開催した取締役会において、下記のとおり代表取締役及び執行役員の異動を決定しまし

たのでご連絡致します。 

 

記 

I. 代表取締役の異動 

（2019年４月１日付け） 

   取締役             青木 宏道 （現 代表取締役専務執行役員） 

   代表取締役専務執行役員 浅野 敦男 （現 取締役専務執行役員） 

 

Ⅱ. 執行役員の異動 

（１）新任執行役員（2019年４月１日付け） 

   執行役員      鶴川   隆彦（現 KLINE OFFSHORE AS CEO） 

   執行役員      栗本   裕 （現 財務グループ長） 

執行役員         岩下   方誠（現 電力炭グループ長） 

      執行役員        五十嵐 武宣（現 経営企画グループ長） 

執行役員         金森   聡 （現 エネルギー事業企画調整グループ長） 

執行役員         田口  雅俊（現 鉄鋼原料営業グループ長  

兼 鉄鋼原料事業グループ長） 

 

（２）退任執行役員（2019年３月 31日付け） 

   専務執行役員   青木 宏道 （新 当社取締役)   

      専務執行役員   門野 英二 （2019年４月１日付けにて、ケイラインローロー 

バルクシップマネージメント㈱専務執行役員就任予定) 

      常務執行役員     荒井 邦彦  （2019年４月１日付けにて、当社特任顧問就任、 

KLINE (CHINA) LTD.社長委嘱) 

 

（３）特称執行役員の異動（昇格）（2019年４月１日付け）  

   専務執行役員   針谷 雄彦 （現 常務執行役員） 

   専務執行役員   鳥山 幸夫 （現 常務執行役員） 

専務執行役員   園部 恭也 （現 常務執行役員） 

常務執行役員   綾  清隆 （現 執行役員） 

常務執行役員   小榑 慎吾 （現 執行役員） 

 

Ⅲ. 業務執行の新体制（2019年４月１日以降） 

2019年４月１日以降の各執行役員の新体制及び新任執行役員の選任理由については、別紙をご覧

ください。  

 

以 上 

本件についてのお問い合わせ先は以下のとおりです。 

川崎汽船株式会社 

総務グループ長  御宿 直樹  Tel：03-3595-6568   Fax：03-3595-6076 
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執行役員の担当及び委嘱業務 （2019年４月１日以降） 

 

 

 

 

 

 

 

 

職位 氏名 担当及び委嘱業務 

社長執行役員 明珍 幸一 CEO 

専務執行役員 二瓶 晴郷 財務・経理ユニット統括、CFO（チーフフィナンシャルオフィサー） 

専務執行役員 浅野 敦男 ドライバルク事業ユニット統括、船舶・先進技術・造船技術・環境ユニット統括 

専務執行役員 坂本 憲司 米国駐在（"K" LINE AMERICA, INC.社長） 

専務執行役員 針谷 雄彦 エネルギー資源輸送事業ユニット統括 

専務執行役員 鳥山 幸夫 
総務・人事・法務・企業法務リスク・コンプライアンス統括・経営企画・調査・IR・広

報ユニット統括、内部監査担当補佐、CCO（チーフコンプライアンスオフィサー） 

専務執行役員 園部 恭也 
製品輸送事業ユニット（自動車船、コンテナ船・港湾事業、物流・関連会社事業、マー

ケティング戦略）統括 

常務執行役員 中川 豊 タイ駐在（K LINE (THAILAND) LTD.社長） 

常務執行役員 三﨑 晃 
英国駐在（"K" LINE (EUROPE) LIMITED 社長及び"K" LINE BULK SHIPPING (UK) LIMITED  

社長） 

常務執行役員 河野 修三 
情報システム、AI・デジタライゼーション推進ユニット統括、CIO（チーフインフォメー

ションオフィサー）、㈱ケイライン ビジネス システムズ社長 

常務執行役員 新井 大介 コンテナ船・港湾事業、物流・関連会社事業、マーケティング戦略担当 

常務執行役員 新井 真 法務、企業法務リスク・コンプライアンス統括担当 

常務執行役員 綾 清隆 船舶部門担当 

常務執行役員 小榑 慎吾 総務、CSR、人事担当 

執行役員 中野 豊久 造船技術、環境担当 

執行役員 横山 信之 自動車船事業・自動車船安全輸送・自動車物流担当 

執行役員 大川 智之 油槽船担当 

執行役員 浅野 裕史 経営企画・調査、IR・広報担当、戦略推進室長委嘱 

執行役員 鶴川 隆彦 バルクキャリア事業、ドライバルク事業企画調整担当 

執行役員 栗本 裕 財務、経理担当、財務グループ長委嘱 

執行役員 岩下 方誠 電力炭担当、電力炭グループ長委嘱 

執行役員 五十嵐 武宣 自動車船営業担当、自動車船営業グループ長委嘱 

執行役員 金森 聡 LNG、エネルギー事業企画調整担当、エネルギー事業企画調整グループ長委嘱 

執行役員 田口 雅俊 鉄鋼原料輸送事業担当、鉄鋼原料営業グループ長・鉄鋼原料事業グループ長委嘱 
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新任執行役員の選任理由 

 

2019 年４月１日付け新任執行役員６名の選任理由と職歴は以下のとおりです。 

 

１．選任理由 

執行役員の選任に当たっては、当社のコーポレートガバナンス・ガイドラインに記載のとおり、

その能力・人物要件を満たし、かつ指名諮問委員会において公正、透明かつ厳格な審議及び答申

を経たうえで、取締役会で決定しております。 

   今回選任された執行役員については、担当部門の業績等も考慮のうえ、これまでの多様な職務

経験を通して培った幅広い業務知識・人脈を当社経営に生かしてもらうため執行役員として選任

するものです。 

 

2．職歴 

➢ 執行役員 (バルクキャリア事業、ドライバルク事業企画調整担当) 

鶴川 隆彦 1987 年入社（1987 年卒） 

職歴 1987 年４月  当社入社 営業第一部（現ドライバルク部門）運航管理課 

1993 年７月  "K" Line International (U.S.A.), Inc 

1996 年７月 不定期船部（現ドライバルク部門）運航管理課 

1997 年７月  不定期船部第一課（現鉄鋼原料営業部門） 

2000 年７月  油槽船部油槽船課 

2005 年１月  油槽船グループ油槽船チーム長 

2009 年４月  経営企画グループ投資管理チーム長 

2011 年４月  エネルギー資源輸送事業開発グループ 

2012 年４月  油槽船グループ長 

2017 年４月  K LINE OFFSHORE AS 社長（CEO） 

2019 年 4 月 執行役員（バルクキャリア事業、ドライバルク事業企画調整担当） 

 

➢ 執行役員 (財務、経理担当、財務グループ長委嘱) 

栗本 裕 1987 年入社（1987 年卒） 

職歴 1987 年４月  当社入社 営業第二部（現自動車船部門）運航管理課 

1991 年４月  人事部付（ドイツ留学生） 

1992 年４月  輸入第一部（旧コンテナ船集荷部門）欧豪課 

1995 年４月  定航部（現コンテナ船事業部門）船舶機器管理課 

1998 年７月  コンテナ船事業部コンテナ船企画・事業課 

2001 年１月  "K" LINE (EUROPE) LIMITED ロンドン 

2006 年１月  港湾事業グループ海外ターミナル関連事業チーム長 

2008 年７月  コンテナ船事業グループ企画開発チーム長 

2010 年１月  コンテナ船航路管理グループ北米・アジア航路チーム長 

2011 年４月  "K" LINE PTE LTD シンガポール 

2014 年４月  自動車船事業グループ長 

2017 年４月  "K" LINE AMERICA, INC. リッチモンド 

2018 年４月  財務グループ長 

2019 年 4 月 執行役員（財務、経理担当、財務グループ長委嘱） 
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➢ 執行役員 (電力炭担当、電力炭グループ長委嘱) 

岩下 方誠 1991 年入社（1989 年卒） 

職歴 1991 年 10 月  当社入社 営業第二部（現自動車船部門）運航管理課 

1997 年４月  不定期船部（現ドライバルク部門）運航管理課 

2000 年７月  エネルギー資源輸送部電力炭グループ電力炭第一チーム 

2006 年１月  電力炭グループ電力炭第二チーム長 

2008 年 11 月  鉄鋼原料グループ鉄鋼原料第一チーム長 

2011 年４月  "K" LINE BULK SHIPPING (UK) LIMITED 

2014 年 10 月  電力炭・製紙原料グループ長 

2017 年 10 月  電力炭グループ長 

2019 年 4 月 執行役員（電力炭担当、電力炭グループ長委嘱） 

 

➢ 執行役員 (自動車船営業担当、自動車船営業グループ長委嘱) 

五十嵐 武宣 1991 年入社（1991 年卒） 

職歴 1991 年 10 月  当社入社 主計部（現経理部門）決算課 

1995 年７月  営業第二部（現自動車船部門）企画調整課 

1999 年４月  "K" LINE (EUROPE) LIMITED ロンドン 

2005 年４月  自動車船営業グループ欧州・中近東・アフリカチーム 

2007 年７月  自動車船営業グループ米州チーム長 

2012 年４月  "K" LINE (EUROPE) LIMITED ロンドン 

2014 年１月  経営企画グループ企画投資チーム長 

2016 年 10 月  経営企画グループ長 

2019 年 4 月 執行役員（自動車船営業担当、自動車船営業グループ長委嘱） 

 

➢ 執行役員 (LNG、エネルギー事業企画調整担当、エネルギー事業企画調整グループ長委嘱) 

金森 聡 1991 年入社（1991 年卒） 

職歴 1991 年４月  当社入社 営業第二部（現自動車船部門）運航管理課 

1998 年４月  "K" LINE AMERICA, INC. マレーヒル 

2004 年１月  自動車船事業グループ事業開発チーム 

2006 年４月  LNG グループ LNG 第二チーム 

2007 年６月  LNG グループ LNG 第二チーム長 

2008 年７月 エネルギー資源輸送事業開発グループ事業開発チーム長 

2013 年 10 月 LNG グループ LNG 第二チーム長 

2017 年１月   LNG グループ長 

2018 年４月  液化ガス新事業グループ長 

2019 年１月  エネルギー事業企画調整グループ長 

2019 年 4 月 執行役員（LNG、エネルギー事業企画調整担当、エネルギー事業 

企画調整グループ長委嘱） 

  



        N E W S   L E T T E R 
                                            

                                                                                                            

        KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD. 
総務グループ                      General Affairs Group 

 

➢ 執行役員 (鉄鋼原料輸送事業担当、鉄鋼原料営業グループ長・鉄鋼原料事業グループ長委嘱) 

田口 雅俊（1991 年卒） 

職歴 1991 年４月  当社入社 人事部付（電算機研修生） 

1991 年 9 月  主計部（現経理部門）総務課 

1993 年 10 月  財務部第一課 

1995 年 7 月  経理部第一課 

1998 年 1 月  不定期船部（現ドライバルク部門）運航管理課 

2000 年７月  不定期船部鉄鋼原料グループ鉄鋼原料チーム 

2005 年 3 月  "K" LINE (HONG KONG) LIMITED 

2008 年 7 月  経営企画グループ計画チーム長 

2011 年４月  油槽船グループ油槽船チーム長 

2013 年４月  LNG グループ LNG 第一チーム長 

2015 年４月  鉄鋼原料事業グループ長 

2018 年 7 月  戦略推進室長 

2018 年 12 月  鉄鋼原料営業グループ長 兼 鉄鋼原料事業グループ長 

2019 年 4 月 執行役員（鉄鋼原料輸送事業担当、鉄鋼原料営業グループ長・ 

         鉄鋼原料事業グループ長委嘱） 

 

 

 

以上 


