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2022 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 執行役員 管理本部総務部長 

吉田 豊 

（TEL 0798-66-1000） 

 

組織変更及び人事異動のお知らせ 

 

2022 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）海外事業の再編 

   海外事業の更なる拡大を目指し、機動的な投資及び M&A 等の重要な経営判断を、スピード

感を持って実行できる体制を整えるため、管理本部内に海外推進部を移管する。 

さらに、海外事業部の他の部門を国内部門と統合し、社内連携を強化することで、国内外の

シームレスな取り組みを加速させ、グループ間シナジーの最大化を図る。 

 

（２）「不動産賃貸等事業」の「パーキング等事業」への事業名称変更 

   主要な賃貸不動産の売却により、事業内容の主体がパーキング事業となることに伴い、事業

名称を変更すると共に、パーキング事業へのより一層の強化を図り、事業の拡大を推進する。 

 

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す） 

（１）新任役員 

新 旧 氏名 

常務執行役員 

日本トレクス株式会社  

代表取締役社長 社長執行役員 兼 

営業本部長 

日本トレクス株式会社 

取締役 常務執行役員 兼 

生産本部長 兼 生産本部 調達部長 

高崎 文弘 

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  

極東サービスエンジニアリング株式会社 

取締役  
清水 守 
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新 旧 氏名 

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 

特装事業部 営業本部 中部支店長 山本 浩 

執行役員 

管理本部 財務部長 
管理本部 財務部長 市村 哲也 

 

（２）その他の異動 

新 旧 氏名 

取締役 専務執行役員 

取締役 常務執行役員 

管理本部長 兼 

管理本部 経営企画部長 

原田 一彦 

取締役 常務執行役員 

管理本部長 兼 

管理本部 経営企画部長 

海外事業関与 

パーキング等事業関与 

SATRAC ENGINEERING PRIVATE 

LIMITED 取締役 

取締役 常務執行役員 

海外事業部長 

極東特装車貿易（上海）有限公司 董事長 

極東開発(昆山)機械有限公司 董事長 

SATRAC ENGINEERING PRIVATE  

LIMITED 取締役 

則光 健男 

取締役 常務執行役員 

株式会社エフ・イ・オート 代表取締役社長

取締役 常務執行役員 

特装事業部長 
加藤 定宣 

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 

取締役 執行役員 

環境事業部長 

環境事業関係会社関与 

堀本 昇 

常務執行役員 

特装事業部長 

極東特装車貿易（上海）有限公司 董事長

極東開発(昆山)機械有限公司 董事長 

常務執行役員 

特装事業部 生産本部長 
木津 輝幸 

執行役員 

管理本部 特命担当 

日本トレクス株式会社 

社長付特命担当 

執行役員 

日本トレクス株式会社 

取締役 常務執行役員 兼 

管理本部長 兼 監査室長 

櫻井 晃 

執行役員 

SATRAC ENGINEERING PRIVATE 

LIMITED  

取締役会長 

執行役員 

海外事業部 副事業部長   

SATRAC ENGINEERING PRIVATE 

LIMITED  

取締役会長 

細澤 幸広 
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新 旧 氏名 

執行役員 

日本トレクス株式会社 

取締役 常務執行役員 兼 

管理本部長 兼 監査室長 

執行役員 

管理本部 副本部長 兼 

管理本部 総務部長  

不動産賃貸事業部長 

吉田 豊 

執行役員 

特装事業部 サービス本部長 兼 

特装事業部 サービス本部  

ICT 推進室長 兼 ロードサービス部長  

品質保証部長  

執行役員 

特装事業部 サービス本部長 兼 

特装事業部 サービス本部  

ロードサービス部長  

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  

執行役員 

技術本部長 兼  

技術本部 開発部長 兼 技術管理部長 

千々岩 伸佐久

執行役員 

特装事業部 生産本部長 

執行役員 

特装事業部 生産本部 名古屋工場長 
野村 達也 

管理本部 安全推進部長  
管理本部 安全推進部長 兼  

ＣＳＲ室長 
葛西 正浩 

管理本部 総務部長 - 藤本 丈司 

管理本部 海外推進部長 海外事業部 海外推進部長 岡本 智 

特装事業部 海外営業部長 海外事業部 海外営業部長 森 優介 

特装事業部 営業本部  

パワーゲート営業部長 
特装事業部 営業本部 直納部長 川松 靖 

特装事業部 営業本部 中部支店長 - 久木原 健吾

特装事業部 営業本部 関西支店長 特装事業部 営業本部 中国支店長 岡崎 隆宏 

特装事業部 営業本部 中国支店長 - 寺村 秀幸 

特装事業部 生産本部 横浜工場 

製造部長 

特装事業部 生産本部 三木工場 

製造部長 
絹川 伸昭 

特装事業部 生産本部 名古屋工場長 
特装事業部 生産本部 名古屋工場 

パワーゲートセンター長 
國井 敬泰 

特装事業部 生産本部 名古屋工場 

製造部長 
- 松浦 忍 

特装事業部 生産本部 名古屋工場 

パワーゲートセンター長 

特装事業部 生産本部 名古屋工場  

技術部長 
野口 友宏 

特装事業部 生産本部 三木工場 

製造部長 
海外事業部 海外技術部長 北島 裕 
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新 旧 氏名 

特装事業部 サービス本部 副本部長 兼

特装事業部 サービス本部  

サービス管理部長 

- 宮本 憲作 

特装事業部 サービス本部  

パーツセンター長 

特装事業部 サービス本部  

サービス管理部長 兼 パーツセンター長 
久松 和樹 

北陸重機工業株式会社 常務取締役 北陸重機工業株式会社 取締役 堀上 幸二 

北陸重機工業株式会社  

工場長 兼 製造部長 

特装事業部 生産本部 横浜工場 

製造部長 
瀬戸 正義 

 

 

３．関係会社の主な人事異動 

 

日本トレクス株式会社 

新 旧 氏名 

日本トレクス株式会社  

代表取締役社長 社長執行役員  

営業本部長 

日本トレクス株式会社 

取締役 常務執行役員 

生産本部長 兼  

生産本部 調達部長 

高崎 文弘 

日本トレクス株式会社 

取締役 常務執行役員  

管理本部長 兼 監査室長 

極東開発工業株式会社 

管理本部 副本部長 兼 

管理本部 総務部長  

不動産賃貸事業部長 

吉田 豊 

日本トレクス株式会社 

取締役 執行役員 

生産本部長 兼  

生産本部  

生産管理部・製造部・調達部統括 

日本トレクス株式会社 

執行役員 

生産本部 生産管理部・製造部統括 

渥美 一貴 

日本トレクス株式会社 

執行役員 

サービス本部 副本部長 兼 

サービス本部 アフターマーケット部長 

日本トレクス株式会社 

執行役員 

サービス本部 副本部長 兼 

サービス本部 アフターマーケット部統括 

河内 康英 

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 

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 設計部統括 

定本 匡市 
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以  上 

新 旧 氏名 

日本トレクス株式会社 

執行役員 

サービス本部長 兼   

サービス本部  

サービス部・品質管理部統括 

ISO 推進室担当 

日本トレクス株式会社 

執行役員 

サービス本部 サービス部東地区統括 

兼   

サービス本部 品質管理部統括   

千崎 悦也 

※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す。 

 

 

  


	名称未設定



