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報道機関 各位 
平成１８年５月１０日 

     ダイキン工業株式会社 
     本  社   大阪市北区中崎西 2-4-12 梅田センタービル 

        広報部長    芝    道雄  

     TEL （06）6373-4348 

        東京支社 東京都港区港南 2-18-1JR 品川イーストビル 

        広報部 東京担当部長  井上  武郎 

                      TEL （03）6716-0122 
 

役員人事と当社独自のコーポレートガバナンスのさ

らなる充実について  
 

当社は、本日開催された取締役会において、下記のとおり役員人事を内定しました。 
あわせて、当社独自のコーポレートガバナンスをさらに強化充実します。今回のポイ

ントは、下記の通りです。 
①当社は、経営の透明性・健全性をより一層高め、意思決定の質を向上させ、経営

の執行を監督する機能の強化を図るために「外部の視点からのチェックとアドバ

イス」が極めて重要だと認識しており、現在、寺田千代乃・アートコーポレーシ

ョン取締役社長と糾・カネカ元会長を、社外取締役に迎えております。 
このたび取締役が８０歳を機に退任されることから、その後任に、トヨタを

世界のトップ企業に導く経営の一翼を担われてこられた池渕浩介・トヨタ自動車

相談役技監を迎えることとなりました。池渕・新社外取締役には、大所高所から

のご意見やアドバイス、さらには生産革新に関するご指導を頂きたいと考えてい

ます。 
② 経営諮問委員に、オムロンの立石義雄会長を新たに迎え、6 名の体制とします。
当社は、経営力のさらなる向上を図ることを狙い１９９９年から「経営諮問委員

制度」を導入しており、時々の重要経営課題に対し、異分野の豊富な経験と高い

見地から適時適切なアドバイス等を頂いております。 
立石・新経営諮問委員には、今後のキー技術である「センシング・コントロー

ル」をはじめ、オムロンの様々な経営改革を実行してこられた経験から、アドバ

イス・ご指導を頂きたいと考えております。 
③社内取締役を 2名増員し、取締役会の強化を図ります。 
④執行役員 3 名の退任に伴い、2 名を新任いたします。専任役員を新たに３名増員
します。 
⑤有価証券報告書を初めとした当社の開示すべき重要情報の網羅性・適正性を確保

するため、社長を委員長とする「情報開示委員会」を新設（７月１日付）し、アカ

ウンタビリティの一層の充実をめざします。 
⑥企業価値の向上を図る経営のチェック機関として「独立委員会」を新設（７月１日

付）します。独立委員会は、独立性の高い社外取締役等で構成し、当社株式の大

量買付者が出現した時に、取締役会によって招集されます。その目的は、当社に

おける対応手続きの透明性･客観性を高めることにあり、いわゆる買収防衛策の一

環として設けるものではありません。 
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独立委員会の役割は、大量買付者より情報提供を受け、当社の企業価値･株主共

同の利益に資する買付か否かの観点から検討をおこない、独立委員会としての公

平な意見を株主に情報開示し、適切な判断がなされる環境を整えることです。 
委員会メンバーは、寺田 千代乃社外取締役、金田 嘉行社外監査役、中谷 巌

経営諮問委員の 3氏とし、委員長には寺田取締役に就任いただきます。 
⑦補欠監査役制度を新たに導入いたします（会社法による社外監査役の要件厳格化に伴い

社外監査役の急な欠員に備え、1名選任。任期は１年。株主総会で承認を得て決定します）。 
 
以上を踏まえての今回の役員体制は、取締役 11名（うち社外取締役２名）、執行役員

28名（うち取締役兼務 9名）、専任役員１２名、監査役４名となります。 
取締役１１名については、６月２９日開催予定の定時株主総会で承認を得て、総会

後の取締役会において正式に決定いたします。 

 

記 

取締役候補    

＜  ＞担当・委嘱、（  ）現担当・委嘱、下線部が変更 

 

代表取締役会長兼ＣＥＯ  井上
いのうえ

 礼之
のりゆき

 
 

代表取締役社長兼ＣＯＯ  岡野
おか の

 幸義
ゆきよし

 ＜企業倫理委員会委員長、CSR委員会
委員長、「業務の適正を確保するための体制整備」

構築委員会委員長、情報開示委員会委員長委嘱＞ 
（企業倫理委員会委員長、CSR委員会委員長、「業務の適
正を確保するための体制整備」構築委員会委員長委嘱） 
 

取締役兼副社長執行役員  高
たか

木
ぎ

 克彦
かつひこ

 ＜グローバル空調・低温事業担当＞ 

（グローバル空調・低温事業担当） 

担当・委嘱事項については、上記の通り変更はありません 

 

取締役兼副社長執行役員  川村
かわむら

 群
ぐん

太郎
たろ う

 ＜化学事業担当、淀川製作所長委嘱＞ 

（化学事業担当、淀川製作所長委嘱） 

担当・委嘱事項については、上記の通り変更はありません 
 

取締役兼副社長執行役員  田中
たな か

 博
ひろし

 ＜国内空調・低温事業（特品含む）、半導体冷熱、

グローバル SCM、低温事業開発担当、堺製作所長、 

㈱ﾀﾞｲｷﾝｱﾌﾟﾗｲﾄﾞｼｽﾃﾑｽﾞ取締役会長(非常勤)委嘱＞ 

（国内空調・低温事業（特品含む）、グローバル SCM、

低温事業開発担当、堺製作所長、㈱ﾀﾞｲｷﾝｱﾌﾟﾗｲﾄﾞ 

ｼｽﾃﾑｽﾞ取締役会長(非常勤)委嘱） 
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取締役兼常務執行役員   十河
とが わ

  政則
まさのり

 ＜人事、総務、広報担当、秘書室長委嘱＞ 

（人事、総務、広報担当、秘書室長委嘱） 

担当・委嘱事項については、上記の通り変更はありません 
 

取締役兼相談役執行役員  山田
やま だ

  靖
やすし

 ＜ＣＳＲ、安全担当＞ 

（ＣＳＲ、安全担当） 

担当・委嘱事項については、上記の通り変更はありません 

 

取締役（社外取締役）  寺田
てら だ

 千代
ち よ

乃
の

 

【アートコーポレーション株式会社 代表取締役社長】 

取締役（社外取締役）の退任    

 

 
たち

  糾
ただす

   ７月１日付で、当社顧問に就任 
 
 

新任取締役候補 

［  ］取締役就任後の担当・委嘱、（  ）現役職、担当・委嘱、下線部が変更 
 

取締役兼執行役員  萩原
はぎわら

 茂喜
しげ き

 ［空調コンカレント開発担当、空調生産本部長、

MD 提携推進委員会委員長委嘱］ 

（執行役員 空調アプライド事業担当、空調生産本部副本部長委嘱） 
 

取締役兼執行役員  蛭子
えび す

 毅
たけし

［経営企画室長、ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ推進室ﾒﾝﾊﾞｰ委嘱］ 

（執行役員 経営企画室技術企画担当部長、ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 

ｾﾝﾀｰ推進室ﾒﾝﾊﾞｰ委嘱） 

取締役（社外取締役） 池渕
いけぶち

 浩介
こうすけ

  

【トヨタ自動車株式会社 相談役技監】 

 

以上、８名の取締役の再任（うち社外取締役１名）、１名の社外取締役の退任、３名の取

締役の新任（うち社外取締役１名）により、取締役は計１１名（うち社外取締役２名）とな

ります。 

 

 

補欠監査役候補  
         

  家近
いえちか

  正直
まさなお

     
【第一法律事務所弁護士】 
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執行役員の再任ならびに昇進、担当・委嘱事項の変更 （６月２９日付）           
＜  ＞担当・委嘱、（  ）現役職、担当・委嘱、下線部が変更 

 

専務執行役員  奥村
おくむら

 修
おさむ

 ＜電子システム事業、企業倫理、法務、物流担当、 

保安監査室長委嘱＞ 

（企業倫理、法務、物流担当、保安監査室長委嘱） 
 

専務執行役員（中国在勤） 田
た

谷野
や の

  憲
けん

 ＜中国地域代表担当、大金中国投資有限公司  

董事 総経理、空調ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｯﾃｨﾒﾝﾊﾞｰ委嘱＞ 

（中国地域代表担当、大金中国投資有限公司 董事 総経理、

空調ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｯﾃｨﾒﾝﾊﾞｰ委嘱） 

担当・委嘱事項については、上記の通り変更はありません 
 

専務執行役員  佐藤
さと う

 純一
じゅんいち

 ＜グローバル戦略本部長、空調ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｯﾃｨﾒﾝﾊﾞｰ委嘱＞ 
（グローバル戦略本部長、空調ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｯﾃｨﾒﾝﾊﾞｰ委嘱） 

担当・委嘱事項については、上記の通り変更はありません 
 

専務執行役員  鳥越
とりこし

 邦和
くにかず

 ＜テクノロジーフュージョン戦略、環境、技術提携・連携、

機械特許担当、ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ推進室長、東京支社長委嘱＞ 

（常務執行役員 テクノロジーフュージョン戦略、技術提携・連携、 

機械特許担当、ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ推進室長、滋賀製作所長委嘱） 
 

常務執行役員  岡
おか

  俊成
としなり

 ＜油機事業、特機事業、化学生産技術、PL・品質担当＞ 

（空調海外拠点強化、油機事業、生産技術担当、油機事業部長、 

立体駐車場顧客対応ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ、空調ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｯﾃｨﾒﾝﾊﾞｰ委嘱） 
 

常務執行役員（中国在勤） 宮本
みやもと

 武則
たけのり

 ＜セントラル商品コストダウン担当＞ 

（セントラル商品コストダウン担当） 

担当・委嘱事項については、上記の通り変更はありません 
 

常務執行役員  加藤
かと う

  豊
ゆたか

 ＜空調営業本部長委嘱＞ 

（空調営業本部長委嘱） 
担当・委嘱事項については、上記の通り変更はありません 

 

常務執行役員（東京在勤） 林
はやし

 由紀夫
ゆ き お

 ＜渉外担当、空調営業本部 副本部長委嘱＞ 

         （渉外担当、空調営業本部 副本部長、東京支社 副支社長委嘱） 
 

常務執行役員   井原
いは ら

 清彦
きよひこ

 ＜化学研究・技術・安全、化学特許担当、化学事業部長、

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ推進室ﾒﾝﾊﾞｰ委嘱＞ 

（執行役員 化学研究・技術・安全、化学特許担当、ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 

ｾﾝﾀｰ推進室ﾒﾝﾊﾞｰ委嘱） 
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執行役員（ニューヨーク在勤） 植松
うえまつ

 弘成
こうせい

 ＜ニューヨーク事務所長、ﾀﾞｲｷﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 

 (USA)社 取締役社長、ﾀﾞｲｷﾝUS 社 取締役社長、空調 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｯﾃｨﾒﾝﾊﾞｰ委嘱＞ 

（ニューヨーク事務所長、ﾀﾞｲｷﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(USA)社取締役社長、

ﾀﾞｲｷﾝUS 社 取締役社長、空調ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｯﾃｨﾒﾝﾊﾞｰ委嘱） 

担当・委嘱事項については、上記の通り変更はありません 
 

執 行 役 員  岡野
おか の

 進
すすむ

 ＜ＩＲ担当＞ 

（管理・財務、ＩＲ担当、管理・財務部長委嘱） 
 

執 行 役 員  副嶋
そえじま

 稔
みのる

 ＜サービス、空調・低温品質保証、研修担当、滋賀 

製作所長委嘱＞ 

（サービス担当） 
 

執 行 役 員  出野
いで の

 精二
せい じ

 ＜油機事業部長、立体駐車場顧客対応ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ委嘱＞ 

（経営企画室長委嘱） 
 

執 行 役 員  岡田
おか だ

 慎也
しん や

 ＜空調生産本部 副本部長、C.D.ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、N.F.ﾌﾟﾛｼﾞｪ

ｸﾄ、ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ推進室ﾒﾝﾊﾞｰ委嘱＞ 

（空調・低温商品開発(アプライド含む)担当、空調生産本部 副本部長、

ＭＤ提携推進事務局長、ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ推進室ﾒﾝﾊﾞｰ委嘱） 
 

執 行 役 員  松崎
まつざき

 隆
たかし

 ＜空調・低温商品開発(アプライド含む)担当、空調生産本部 

副本部長、ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ推進室ﾒﾝﾊﾞｰ委嘱＞ 

（空調・低温品質保証担当、空調生産本部 副本部長、ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 

ｾﾝﾀｰ推進室ﾒﾝﾊﾞｰ委嘱） 
 

執 行 役 員  赤間
あか ま

 悟
さとる

 ＜空調営業本部 副本部長、ソリューション営業部長委嘱＞ 

（空調営業本部 副本部長、ソリューション営業部長委嘱） 

担当・委嘱事項については、上記の通り変更はありません 
 

執 行 役 員  藤川
ふじかわ

 正規
まさのり

 ＜外注・購買・調達、ＩＴ推進担当、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙSCM 

推進部長委嘱＞ 

（外注・購買・調達担当、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙSCM 推進部長、ＩＴ推進室長委嘱） 

 

退任執行役員  （  ）現役職、担当・委嘱事項 
 

天野
あま の

 正彦
まさひこ

  ７月１日付で、顧問に就任 

（専務執行役員（東京在勤）、特機事業、環境、ＰＬ・品質、研修担当、 

東京支社長、鹿島製作所長委嘱） 
 

二宮
にのみや

  清
きよし

 ７月１日付で、顧問に就任 

（常務執行役員、電子システム事業、半導体冷熱、ＩＴ推進担当） 
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水野
みず の

   克之
かつゆき

 ７月１日付で、顧問に就任 

（執行役員、空調コンカレント開発担当、空調生産本部長、ＭＤ提携

推進委員会委員長委嘱） 

 

新任執行役員候補 （６月２９日付）［  ］執行役員就任後の担当・委嘱、（  ）現役職 
   

高橋
たかはし

 孝一
こういち

  ［管理・財務担当、管理・財務部長委嘱］ 

（経営企画室 経営企画担当部長、ＣＳＲ室 担当部長、企業倫理室 

担当部長） 
   

沢井
さわ い

 克行
かつゆき

  ［空調生産本部 副本部長、T.J.ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委嘱］ 

（空調生産本部 副本部長、低温事業開発室長） 

 

以上、１７名の執行役員の再任、３名の執行役員の退任、２名の執行役員の新任によ

り、執行役員（取締役兼務を除く）は計１９名となります。（取締役を兼務する執行役員９

名を合わせ、執行役員は計２８名） 

 

専任役員の再任、担当業務の変更  （６月２９日付）  

＜  ＞担当・委嘱、（  ）現担当・委嘱、下線部が変更 
 

常務専任役員（東京在勤） 吉野
よし の

 稔
みのる

 ＜空調・低温営業(特品含む)担当＞ 

              （空調・低温営業(特品含む)担当） 

担当・委嘱事項については、上記の通り変更はありません 
 

常務専任役員  小倉
おぐ ら

 憲
けん

次
じ

 ＜空調生産本部 副本部長委嘱＞ 

        （空調生産本部 副本部長委嘱） 

担当・委嘱事項については、上記の通り変更はありません 
 

常務専任役員  片山
かたやま

 能章
よしぶみ

 ＜空調アプライド事業、㈱ダイキン環境・空調技術 

研究所担当、A.S.ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委嘱＞ 

（㈱ダイキン環境・空調技術研究所担当） 
 

常務専任役員（非常勤） フランス・ホーレルベーケ（FRANCE HOORELBEKE） 

＜欧州・中近東 事業戦略、渉外、ＣＳＲ、連携・提携・買収 

戦略担当、ダイキンヨーロッパ社 取締役会長委嘱＞ 

（欧州・中近東 事業戦略、渉外、ＣＳＲ、連携・提携・買収 

戦略担当、ダイキンヨーロッパ社 取締役会長委嘱） 

担当・委嘱事項については、上記の通り変更はありません 
 

専任役員   小山
こや ま

 哲
さとし

 ＜化学事業部 研究開発技師長、同事業部 ｺｽﾄﾀﾞｳﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

ﾘｰﾀﾞｰ、P.S.ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ推進室ﾒﾝﾊﾞｰ委嘱＞ 

        （化学事業部 研究開発技師長、同事業部 ｺｽﾄﾀﾞｳﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ、 

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ推進室ﾒﾝﾊﾞｰ委嘱） 
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専任役員   辻井
つじ い

 英樹
ひで き

 ＜空調生産本部 技師長、商品開発ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ、 

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ推進室ﾒﾝﾊﾞｰ委嘱＞ 

       （空調生産本部 技師長、商品開発ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ、ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 

ｾﾝﾀｰ推進室ﾒﾝﾊﾞｰ委嘱） 

担当・委嘱事項については、上記の通り変更はありません 
 

専任役員   下尾
しも お

 茂敏
しげとし

 ＜油機事業部 副事業部長、同事業部 開発企画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ、 

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ推進室ﾒﾝﾊﾞｰ委嘱＞ 

（油機事業部 副事業部長、同事業部 開発企画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ、ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｲﾉ

ﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ推進室ﾒﾝﾊﾞｰ委嘱） 

担当・委嘱事項については、上記の通り変更はありません 
 

専任役員   大山
おおやま

 和伸
かずのぶ

 ＜モーター・インバータ担当、㈱ダイキン環境・空調 

技術研究所 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ、P.S.ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委嘱＞ 

（モーター・インバータ担当、㈱ダイキン環境・空調技術研究所 

ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ委嘱） 
 

専任役員   小林
こばやし

 正博
まさひろ

 ＜㈱ダイキン環境・空調技術研究所 取締役社長委嘱＞ 

（㈱ダイキン環境・空調技術研究所 取締役社長委嘱） 

担当・委嘱事項については、上記の通り変更はありません 

 

 

新任専任役員 （６月２９日付）  ［  ］専任役員就任後の担当・委嘱、（  ）現役職 
 
 

吉岡
よしおか

 敬男
ひろ お

  ［空調海外拠点強化、空調生産技術担当、空調ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｯﾃｨﾒﾝﾊﾞｰ委嘱］ 

（役員待遇 ﾀﾞｲｷﾝｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞﾀｲﾗﾝﾄﾞ社出向（取締役社長）兼 

ﾀﾞｲｷﾝｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞﾀｲﾗﾝﾄﾞ社出向（取締役社長）） 
 

C.アダムス（CLIFFORD R.ADAMS JR.）（非常勤） 

       ［ダイキンアメリカ社 取締役会長委嘱］ 

（ダイキンアメリカ社 取締役副社長） 
 

杉本
すぎもと

 孝之
たかゆき

  ［空調生産本部 商品開発ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ、L.C.ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委嘱］ 

（空調生産本部 商品開発ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ、住宅設備商品ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

ﾘｰﾀﾞｰ主席技師、ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ推進室ﾒﾝﾊﾞｰ） 
 

 
「専任役員制度」…経営諸面で高度な専門性を必要とする分野について、その分野を任せうる

異質で高度な専門性を持った人材を、社内外から登用し処遇する当社独自

のトップマネジメントシステム。１９９４年６月から導入。 
 

以上、９名の専任役員の再任、３名の専任役員の新任により、専任役員は計１２名 

となります。 
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経営諮問委員の増員（１名） （７月１日付） 

   

立石
たていし

 義雄
よし お

   オムロン株式会社 代表取締役会長 

 

  ＜7 月 1 日以降の経営諮問委員メンバー（６名）＞ 50 音順 

   日本アイ・ビー・エム株式会社  最高顧問    椎名 武雄 

   オムロン株式会社 取締役会長     立石 義雄 

三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 理事長  中谷 巌 

   住友商事株式会社 取締役会長            宮原 賢次 

株式会社三井住友銀行 特別顧問           森川 敏雄 

森ビル株式会社 特別顧問              渡邊 五郎 

 

「経営諮問委員制度」…経営のスピードアップと透明性の向上、当社独自のコーポレ

ートガバナンスの更なる強化を狙って、より広く外部の知

恵・視点・人脈を経営に活かすべく同制度を、１９９９年か

ら導入。 

異分野・異業種から、個性的で幅広いご経験と深い見識・先

見性をお持ちの経営者・学者の方々から、年に数回、当社経

営トップとの重要経営課題のディスカッション等を通じて、

広く経営全般はもちろん、それぞれの得意領域での貴重なア

ドバイス・チェック・ご指導等を頂いています。 

 

以 上 
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新任取締役候補者 略歴 

 

 

池渕
いけぶち

 浩
こう

介
すけ

  （トヨタ自動車株式会社 相談役技監） 

生年月日  昭和１２年 ３月４日（６９才） 

  最終学歴  昭和３５年 ３月 大阪大学 工学部卒 

  職  歴  昭和３５年 ４月 トヨタ自動車工業株式会社入社 

        （昭和５７年 トヨタ自動車株式会社に社名変更） 

        昭和５９年 ５月 ﾆｭｰﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾓｰﾀｰﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ株式会社 取締役副社長 

        昭和６３年 ９月 トヨタ自動車株式会社 取締役 

        平成 ６年 ９月 同社 常務取締役 

        平成 ８年 ６月 同社 専務取締役 

        平成１１年 ６月 同社 取締役副社長 

        平成１３年 ６月 同社 取締役副会長 

        平成１７年 ６月 同社 相談役技監  

 

萩原
はぎわら

 茂喜
しげ き

 

出 身 地  兵庫県 

生年月日  昭和３３年  ８月 ４日（４７才） 

最終学歴  昭和５６年  ３月  姫路工業大学 工学部卒 

職 歴  昭和５６年  ４月  当社入社 

平成１１年１０月      圧縮機開発センター室長 
平成１６年 ６月      空調生産本部 副本部長 
平成１７年 ６月   執行役員 空調アプライド事業担当、空調生産本部 

副本部長委嘱 
 

蛭子
えび す

  毅
たけし

 

出 身 地  兵庫県 

生年月日  昭和３７年  ９月 １日（４３才） 

最終学歴  昭和６３年  ３月  京都大学大学院 工学研究科卒 

職 歴  昭和６３年  ４月  当社入社 

平成１６年 ６月      経営企画室 技術企画担当部長 

平成１７年 ６月   執行役員 経営企画室 技術企画担当部長、ﾃｸﾉﾛ

ｼﾞｰ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ推進室ﾒﾝﾊﾞｰ委嘱 
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新任補欠監査役候補者 略歴 
 
 

家
いえ

近
ちか

 正直
まさなお

  （第一法律事務所弁護士、甲南大学法科大学院教授） 

生年月日   昭和８年７月 18 日（７２才） 

最終学歴   昭和３５年  大阪市立大学大学院法学研究科（修士課程）修了 

 職  歴   昭和３７年  弁護士登録（現職） 

昭和５６年  大阪弁護士会副会長、日本弁護士連合会理事 

昭和６３年  法制審議会商法部会委員 

平成 ６年  司法試験考査委員 

平成１６年  甲南大学法科大学院 教授（現職） 
   
 

新任執行役員 略歴 
 

高橋
たかはし

 孝一
こういち

 

出 身 地  大阪府 

生年月日  昭和３１年 ５月２４日（４９才） 

最終学歴  昭和５４年 ３月 神戸大学 法学部卒 

職  歴  昭和５４年 ４月 当社入社 

平成１０年 ７月   管理・財務本部 管理部 予算担当部長 

平成１１年１０月   経営企画室 経営企画担当部長 

平成１６年 ６月   経営企画室 経営企画担当部長、企業倫理室 

担当部長 

平成１７年１０月   経営企画室 経営企画担当部長、ＣＳＲ室 担当部長、

企業倫理室 担当部長 

 

沢井
さわ い

 克
かつ

行
ゆき

 

 出 身 地  大阪府 

 生年月日  昭和３３年１２月４日（４７才） 

 最終学歴  昭和５７年 ３月 大阪府立大学 工学部卒 

 職  歴  昭和５７年 ４月 当社入社 

       平成１５年１１月   ダイキンヨーロッパ社 出向（部長） 

       平成１６年 ６月   空調生産本部 グローバル事業推進部長 

       平成１６年 ７月   空調生産本部 グローバル事業推進部長、グローバル 

戦略本部 マーケティング部 生産戦略担当部長 
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       平成１７年 ７月   空調生産本部 副本部長 

       平成１７年１０月   空調生産本部 副本部長、低温事業開発室長 

新任専任役員 略歴 
 

吉岡
よしおか

 敬男
ひろ お

 

 出 身 地  兵庫県 

 生年月日  昭和２２年 ４月１１日（５９才） 

 最終学歴  昭和４６年 ３月 関西大学 工学部卒 

 職  歴  昭和４６年 ４月 当社入社 

       平成 ３年１０月   空調生産本部 汎用空調第二製造部長 

       平成 ５年１０月   空調生産本部 住宅空調製造部長 

       平成 ９年 ７月   住宅空調生産本部 企画部長、新事業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

ﾁｰﾑ･ﾁｰﾌ、中国準備室 担当部長 

       平成１０年 ７月   汎用空調生産本部 副本部長、企画部長 

平成１２年 ７月   ﾀﾞｲｷﾝｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞﾀｲﾗﾝﾄﾞ社出向（取締役副社長） 

平成１４年 １月   ﾀﾞｲｷﾝｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞﾀｲﾗﾝﾄﾞ社出向（取締役副社長）、

ﾀﾞｲｷﾝｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞﾀｲﾗﾝﾄﾞ社出向（取締役社長）、

ｻｲｱﾑﾀﾞｲｷﾝｾｰﾙｽ社出向（取締役） 

       平成１６年 ６月    役員待遇 ﾀﾞｲｷﾝｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞﾀｲﾗﾝﾄﾞ社出向（取締役 

社長）兼 ﾀﾞｲｷﾝｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞﾀｲﾗﾝﾄﾞ社出向（取

締役社長） 

 

クリフォード・アダムス（CLIFFORD R.ADAMS JR.） 

出 身 地  アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ 

生年月日  １９４８年 ２月１８日生（５８才） 

最終学歴  １９７０年１２月 University of Kentucky（ケンタッキー大学） 

Chemical Engineering （化学工学）学部卒 

１９８６年 ６月 Murray State University in Kentucky（ケンタッキー 

 マーレ ステート大学）にて MBA 取得 

職  歴  １９７０年１２月 Pennwalt（ペンウォルト社）入社 

１９９１年 ４月 ダイキンアメリカ社入社 

Vice President／Plant Manager（工場長） 

       １９９２年 ７月   Director of the Corporation（取締役） 

       １９９６年 ７月   Executive Vice President（取締役副社長） 
 

杉本
すぎもと

 孝之
たかゆき

 

 出 身 地  滋賀県 

 生年月日  昭和２６年 ７月２８日（５４才） 

 最終学歴  昭和４７年 ３月 奈良工業高等専門学校卒 

 職  歴  昭和４７年 ４月 当社入社 

       平成 ９年１０月   住宅空調生産本部 設計部 主席研究員 

       平成１４年 ３月   空調開発企画室 開発企画担当部長 

       平成１６年 ６月   空調生産本部 企画部 調査担当部長、空調開発

企画室 企画担当部長 

       平成１７年 ４月   空調生産本部 住宅設備商品ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ主席技師 

       平成１７年 ７月   空調生産本部 商品開発ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ、 
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住宅設備商品ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ主席技師、ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｲﾉ

ﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ推進室ﾒﾝﾊﾞｰ 

 

 
新経営諮問委員 略歴 

 

 

立石
たていし

 義雄
よし お

 （オムロン株式会社 代表取締役会長） 

 

  生年月日  昭和１４年１１月１日（６６才） 

  最終学歴  昭和３７年 ３月 同志社大学 経済学部卒 

  職  歴  昭和３８年 ４月 立石電機株式会社入社 

        昭和４８年 ５月 同社 取締役 

        昭和５１年 ６月 同社 常務取締役 

        昭和５８年 ６月 同社 専務取締役 

        昭和６２年 ６月 同社 代表取締役社長 

        （平成２年 オムロン株式会社に社名変更） 

        平成１５年 ６月 オムロン株式会社 代表取締役会長 

 

   

以 上 


