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川崎汽船株式会社 

 

執行役員の異動並びに担当及び委嘱業務の変更について 

 

本日開催した取締役会において、下記のとおり執行役員の異動並びに担当及び委嘱業務の変更

を決定しましたのでご連絡致します。 

 

記 

I.執行役員の異動 

（１）退任執行役員（2018年 11月 30日付け） 

     執行役員      森本 久仁夫 

（２）退任理由 

   一身上の都合によるもの。 

 

 

Ⅱ.執行役員の担当及び委嘱業務の変更内容（2018年 12月１日付け） 

職位 氏名 担当業務 

専務執行役員 浅野 敦男 

（現）ドライバルク事業ユニット統括、バルクキャリア事業担当、 

人事ユニット統括 

（新）ドライバルク事業ユニット統括、鉄鋼原料輸送事業、バルク 

キャリア事業、ドライバルク事業企画調整担当、人事ユニット

統括 

執行役員 浅野 裕史 
（現）経営企画・調査担当 

（新）経営企画・調査担当、戦略推進室長委嘱 

 

 

Ⅲ.業務執行の新体制 

2018年 12月１日以降の各執行役員の担当及び委嘱業務については別紙①をご覧ください。 

また、これに伴い、2018 年 10 月 31 日に公表した 2019 年１月１日以降の各執行役員の担当

及び委嘱業務については別紙②のとおり修正致します。  

  

 

 

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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別紙①：執行役員の担当及び委嘱業務 （2018年 12月１日以降） 

職位 氏名 担当及び委嘱業務 

社長執行役員 村上 英三 CEO（チーフエグゼクティブオフィサー） 

専務執行役員 青木 宏道 エネルギー資源輸送事業ユニット統括 

専務執行役員 門野 英二 船舶・先進技術・造船技術・環境ユニット統括 

専務執行役員 二瓶 晴郷 財務・経理・IR・広報ユニット統括、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、鉄鋼原料輸送事業、バルクキャリア事業、 

ドライバルク事業企画調整担当、人事ユニット統括 

専務執行役員 坂本 憲司 自動車船事業ユニット統括 

専務執行役員 明珍 幸一 
総務・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） 

常務執行役員 針谷 雄彦 LNG、電力炭、液化ガス新事業担当 

常務執行役員 鳥山 幸夫 経理、財務、IR・広報担当 

常務執行役員 園部 恭也 米国駐在（"K" LINE AMERICA, INC.社長） 

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 荒井 邦彦 中国駐在 （KLINE (CHINA) LTD.社長及び"K" LINE (HONG KONG) LIMITED 社長） 

常務執行役員 河野 修三 
情報システムユニット統括、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・関連会社事業ユニット統括 

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 

執行役員 綾 清隆 船舶部門担当 

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 自動車船事業部門担当 

執行役員 大川 智之 油槽船、海洋・エネルギー事業企画調整担当 

執行役員 浅野 裕史 経営企画・調査担当、戦略推進室長委嘱 
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別紙②：執行役員の担当及び委嘱業務 （2019年１月１日以降） 

職位 氏名 担当及び委嘱業務 

社長執行役員 村上 英三 CEO（チーフエグゼクティブオフィサー） 

専務執行役員 青木 宏道 エネルギー資源輸送事業ユニット統括 

専務執行役員 門野 英二 船舶・先進技術・造船技術・環境ユニット統括 

専務執行役員 二瓶 晴郷 財務・経理・IR・広報ユニット統括、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、鉄鋼原料輸送事業、バルクキャリア事業、 

ドライバルク事業企画調整担当、人事ユニット統括 

専務執行役員 坂本 憲司 自動車船事業ユニット統括 

専務執行役員 明珍 幸一 
総務・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） 

常務執行役員 針谷 雄彦 LNG、電力炭、エネルギー事業企画調整担当 

常務執行役員 鳥山 幸夫 経理、財務、IR・広報担当 

常務執行役員 園部 恭也 米国駐在（"K" LINE AMERICA, INC.社長） 

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 荒井 邦彦 中国駐在 （KLINE (CHINA) LTD.社長及び"K" LINE (HONG KONG) 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ユニット統括 

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 

執行役員 綾 清隆 船舶部門担当 

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 自動車船事業部門担当 

執行役員 大川 智之 油槽船担当、エネルギー事業企画調整担当補佐 

執行役員 浅野 裕史 経営企画・調査担当、戦略推進室長委嘱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


