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平成２３年４月１９日 

各位 

会社名 ダイキン工業株式会社 

代表者名 取締役社長 岡野幸義 

コード番号 ６３６７       

問合せ先 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ室長 

     常務執行役員 岡野進 

TEL (06)-6373-4320 

代表取締役の異動に関するお知らせ 
 

当社は、平成２３年４月１９日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役を異動することに

ついて決議いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、本異動に関しましては、平成２３年 6 月２９日開催予定の第１０８期定時株主総会の承認を経て、

その後の取締役会において正式に決定される予定です。 

 

１．新旧代表取締役の氏名及び役職名 

（新任）氏   名：十河 政則（とがわ まさのり） 

新・役職名：代表取締役社長 兼 COO 

 

（退任）氏   名：岡野 幸義（おかの ゆきよし） 

旧・役職名：代表取締役社長 兼 COO 

※ 退任する岡野幸義は、７月１日付けで当社相談役に就任する予定であります。 

 

２．新任代表取締役の略歴 

生年月日 略歴 所有株式数 

昭和２４年 

１月１１日 

昭和４８年 ４月 当社入社 

平成 ７年 １月 総務部担当部長 兼 秘書課長 

平成 ８年 ６月 秘書室長 

平成１４年 ６月 取締役 総務、広報戦略担当、秘書室長委嘱 

平成１６年 ６月 取締役 兼 常務執行役員  

人事､総務､広報担当、秘書室長委嘱 

平成１９年 ６月 取締役 兼 専務執行役員  

人事､総務､ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ担当、 

秘書室長､人事本部長委嘱 

平成１９年１０月  取締役 兼 専務執行役員、 

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、人事､総務､施設担当 

秘書室長､人事本部長委嘱 

１０，２００株 

 

３．就任予定日 

平成 23 年 6 月 29 日 以上 
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平成２３年４月１９日 

                                    ダイキン工業株式会社 

役員人事について  

 

 

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ので、

お知らせします。 
当社は、新しい体制のもと、ダイキングループを「真のグローバルエクセレント企業」に

するという目標の実現に向けて、総力を挙げて挑戦してまいります。 
なお、取締役については、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。役員体制は、取締役１２名（うち社外取締役２名、非

常勤取締役１名）、執行役員２７名（うち取締役兼務９名）、専任役員１６名となります。 
 

記 

 

取締役の退任 （６月２９日付） 

（  ）現役職、担当・委嘱 

 

相談役          岡野
お か の

 幸義
ゆきよし

   

[７月１日就任]      （代表取締役社長兼ＣＯＯ） 
 

 

代表取締役・役付取締役候補 （６月２９日付） 

    （  ）現役職、担当・委嘱、下線部が変更 

 

 

代表取締役社長兼ＣＯＯ  十河
と が わ

  政則
まさのり

 

（取締役 専務執行役員、ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、人事、総

務、施設担当、秘書室長、人事本部長委嘱） 
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新任取締役候補 （６月２９日付） 

＜  ＞担当・委嘱、（  ）現役職・担当・委嘱、下線部が変更 

 

取締役 副社長執行役員（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 董事長 総経

理、空調ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｯﾃｨﾒﾝﾊﾞｰ委嘱＞      

（専務執行役員（中国在勤）中国地域代表担当、大金中国投資有限

公司 董事長 総経理、空調ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｯﾃｨﾒﾝﾊﾞｰ委嘱） 

 

取締役 副社長執行役員（ベルギー在勤） 三中
み な か

 政次
まさつぐ

   

               ＜欧州・中近東・ｱﾌﾘｶ空調地域代表担当、ﾀﾞｲｷﾝﾖｰﾛｯﾊﾟ社 
 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＞ 

（常務執行役員（ベルギー在勤）ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略本部 空調欧州地域支

配人、ﾃﾞｭｯｾﾙﾄﾞﾙﾌ事務所長、ﾀﾞｲｷﾝﾖｰﾛｯﾊﾟ社取締役社長、空調ｸﾞ

ﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｯﾃｨﾒﾝﾊﾞｰ委嘱） 

 

非常勤取締役(ﾍﾞﾙｷﾞｰ在勤)  Frans Hoorelbeke（フランス・ホーレルベーケ） 

［ダイキンヨーロッパ社 取締役会長］ 

（専務専任役員(ﾍﾞﾙｷﾞｰ在勤)、欧州･中近東 事業戦略、渉外、CSR、

連携･提携･買収戦略担当、ﾀﾞｲｷﾝﾖｰﾛｯﾊﾟ社 取締役会長 委嘱） 

 

現取締役１０名から、１名の退任、３名の新任（うち非常勤１名）により、取締役は計１２名

（うち社外取締役２名、非常勤取締役１名）となります。 

 

退任執行役員 （６月２９日付）  ［  ］執行役員退任後の役職、（  ）現役職、担当・委嘱 

 

高
たか

木
ぎ

 克彦
かつひこ

  ７月１日付で、特別顧問に就任 

［OYL 本社 会長、米国マッケイ社顧問］ 

（副社長執行役員、OYL 本社 会長委嘱） 

鳥越
とりこし

 邦和
くにかず

  ７月１日付で、顧問に就任 
（専務執行役員 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾌｭｰｼﾞｮﾝ戦略、技術提携･連携担当、ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾ

ﾝﾀｰ推進室長、堺製作所長委嘱） 

赤間
あ か ま

 悟
さとる

   ７月１日付で、ダイキン HVAC ソリューション東京㈱に移籍、ダイキン工

業㈱ 顧問（非常勤）に就任 

        [ダイキン HVAC ソリューション東京㈱取締役社長] 

（執行役員 提案営業担当、ﾀﾞｲｷﾝ HVAC ｿﾘｭｰｼｮﾝ東京㈱取締役社長委嘱） 
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執行役員の昇進、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 

 

取締役 副社長執行役員 蛭子
え び す

 毅
たけし

 ＜経営企画担当＞ 
（取締役 常務執行役員、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） 

 
 

専務執行役員      奥村
おくむら

 修
おさむ

＜油機事業、企業倫理、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ、法務担当、企業

倫理・ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ委員会 委員長委嘱＞ 

（専務執行役員 油機事業、企業倫理、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ、法務、物流担当） 

 

取締役 専務執行役員  冨田
と み た

 次郎
じ ろ う

＜空調生産本部長、PD 提携推進委員会委員長、堺製作所

長 DJ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ委嘱＞ 

（取締役 常務執行役員、空調生産本部長、PD 提携推進委員会委員長、 

DJ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ委嘱） 

 

常務執行役員（東京在勤） 林
はやし

 由紀夫
ゆ き お

 ＜渉外、特機事業担当、東京支社長委嘱＞ 

           （常務執行役員（東京在勤）渉外担当、東京支社長委嘱） 

 

常務執行役員      萩原
はぎわら

 茂喜
し げ き

 ＜ｱﾌﾟﾗｲﾄﾞ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業、ｻｰﾋﾞｽ、研修担当、ｱﾌﾟﾗ

ｲﾄﾞ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部長委嘱＞ 
（常務執行役員 ｱﾌﾟﾗｲﾄﾞ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業、ｻｰﾋﾞｽ担当、ｱﾌﾟﾗｲﾄﾞ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ

事業本部長委嘱） 
 

常務執行役員      岡野
お か の

 進
すすむ

 ＜ＣＳＲ、ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ担当、ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

室長、同室 経営 IR ｸﾞﾙｰﾌﾟ長、ＣＳＲ委員会 委員

長委嘱＞ 

（常務執行役員 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ室長、同室 経営 IR ｸﾞﾙｰﾌﾟ長委嘱） 

 

常務執行役員      岡田
お か だ

 慎也
し ん や

＜PL・品質（空調・低温・ｱﾌﾟﾗｲﾄﾞ）、地球環境担当、 

空調生産本部副本部長、滋賀製作所長、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＞ 

（常務執行役員 PL・品質、空調・低温品質保証、CSR・地球環境、特機事

業、研修担当、空調生産本部 副本部長、滋賀製作所長、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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執 行 役 員      澤井
さ わ い

 克行
かつゆき

 ＜人事・総務担当＞ 

（執行役員 低温事業本部長､空調生産本部 副本部長､Ｔ.Ｊ.ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ

ｰ委嘱） 

取締役執行役員     高橋
たかはし

 孝一
こういち

＜経理財務・予算担当、経理財務本部長、情報開示委

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＞ 

（取締役執行役員 経理財務・予算担当、経理財務本部長委嘱） 

 

新任執行役員 （６月２９日付） ［  ］執行役員就任後の担当・委嘱、（  ）現役職、下線部が変更 
   

植村
うえむら

 義之
よしゆき

 ［執行役員（ﾆｭｰﾖｰｸ在勤） ﾀﾞｲｷﾝ US 社 取締役副社長、ﾀﾞｲｷﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(USA)社 

 取締役委嘱］ 

（専任役員（ﾆｭｰﾖｰｸ在勤）ﾀﾞｲｷﾝ US 社 取締役副社長、ﾀﾞｲｷﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(USA)社取締役委嘱） 

 

森山
もりやま

 昌幸
まさゆき

 ［執行役員（中国在勤） 大金中国投資有限公司 董事 副総経理、ﾏｯｹｲ中国社

COO 委嘱］ 

（専任役員（中国在勤）大金中国投資有限公司 董事 副総経理、ﾏｯｹｲ中国社 COO 委嘱） 

 

現執行役員２９名から、４名の退任、２名の新任により、執行役員は計２７名となります 

（取締役を兼務する執行役員は９名）。 

 

専任役員の昇進、担当業務・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 
 

専務専任役員           小倉
お ぐ ら

 憲
けん

次
じ

 ＜物流担当＞ 

（常務専任役員 物流コスト改革担当） 

 

常務専任役員         辻井
つ じ い

 英樹
ひ で き

 ＜北米商品開発担当、空調生産本部 技師長委嘱＞ 

（専任役員 北米商品開発担当、空調生産本部 技師長委嘱） 

担当業務・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（ﾃﾞｨｹｰﾀｰ在勤） Clifford Ray Adams（クリフォード・レイ・アダムス） 

＜ダイキンアメリカ社 取締役会長委嘱＞ 

（専任役員（ﾃﾞｨｹｰﾀｰ在勤） ﾀﾞｲｷﾝｱﾒﾘｶ社 取締役会長委嘱） 

委嘱事項については、上記の通り変更はありません 
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常務専任役員(中国在勤)  杉本
すぎもと

 孝之
たかゆき

 ＜格力提携推進担当、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＞ 

（専任役員(中国在勤) 格力提携推進担当、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） 

担当業務・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      稲塚
いなづか

 徹
とおる

 ＜機械特許、環境技術研究所、ｿﾘｭｰｼｮﾝ商品開発ｾ

ﾝﾀｰ担当、環境技術研究所長、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＞ 

（専任役員 機械特許、環境技術研究所、ｿﾘｭｰｼｮﾝ商品開発ｾﾝﾀｰ担当、 

環境技術研究所長、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） 

担当業務・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（タイ在勤） 中野
な か の

 俊雄
と し お

 ＜グローバル戦略本部 空調アジア・オセアニア地域支配

人、ダイキンインダストリーズタイランド社 取締役会長、 

空調ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｯﾃｨﾒﾝﾊﾞｰ委嘱］ 

（専任役員 グローバル戦略本部 空調アジア・オセアニア地域支配人、 

ダイキンインダストリーズタイランド社 取締役会長、空調グローバル

コミッティメンバー委嘱） 

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 技師長、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＞ 

（専任役員 油機事業部長、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） 

 

専任役員             小林
こばやし

 正博
まさひろ

 ＜ｱﾌﾟﾗｲﾄﾞ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 ソリューション推進担

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＞ 

（専任役員 ｱﾌﾟﾗｲﾄﾞ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 AP 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） 

 

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 

松田
ま つ だ

 直
なお

敬
たか

     [空調・低温国内営業渉外担当] 

（役員待遇 空調営業本部（空調・低温国内営業渉外）） 
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Robert Sidney Woodhouse（ﾛﾊﾞｰﾄ･ｼﾄﾞﾆｰ･ｳｯﾄﾞﾊｳｽ） 

[ダイキンオーストラリア社 取締役社長委嘱] 

          （ダイキンオーストラリア社 取締役社長） 

 

豊島
とよしま

 直樹
な お き

     [大金フッ素化学中国有限公司 董事長 総経理、大金中国投資有限公

司董事（非常勤）委嘱] 

          （大金フッ素化学中国有限公司 董事 総経理、大金中国投資有限公司 董事（非

常勤）） 

宮
みや

住
ずみ

 光
こう

太
た

     [マーケティングリサーチ本部長委嘱] 

              [マーケティングリサーチ本部長は７月１日付] 

（経営企画室 調査担当部長） 

大谷
おおたに

 芳彦
よしひこ

     [マッケイ中国社ＧＭ（生産・品質管理）委嘱] 

          （マッケイ中国社ＧＭ（生産・品質管理）） 
 
「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。 

 

現専任役員１４名から、３名の退任、５名の新任により、専任役員は計１６名となります。 

以上 
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代表取締役社長候補者 略歴 
 

 

十河
と が わ

  政則
まさのり

 

 

 

出 身 地  北海道 

生年月日  昭和２４年 １月１１日（６２才） 

最終学歴  昭和４８年 ３月 小樽商科大学 商学部卒 

職  歴  昭和４８年 ４月 当社入社 

平成 ７年 １月  総務部 担当部長 兼 秘書課長 

平成 ８年 ６月  秘書室長 

平成１４年 ６月  取締役 総務、広報戦略担当 秘書室長委嘱 

平成１６年 ６月  取締役 常務執行役員 人事､総務､広報担当、 

秘書室長委嘱 

平成１９年 ６月  取締役 専務執行役員 人事､総務､コーポレート 

コミュニケーション担当、秘書室長､人事本部長委嘱 

平成１９年１０月  取締役 専務執行役員、コーポレートコミュニケーショ

ン、人事､総務､施設担当、秘書室長､人事本部長委嘱 
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新任取締役候補者 略歴 

田
た

谷野
や の

  憲
けん

 

  出 身 地  大阪府 

生年月日  昭和２２年 １月１２日（６４才） 

  最終学歴  昭和４５年 ３月 関西学院大学 商学部 卒 

  職  歴  昭和４５年 ４月 当社入社 

平成 ７年 ７月  上海合弁会社準備室長 

平成 ７年１２月  上海大金協昌空調有限公司 副董事長 総経理 

平成１２年 ６月  専任役員 グローバル戦略本部 中国地域支配人委嘱 

平成１４年 ６月  常務専任役員 グローバル戦略本部 中国地域支配人委嘱 

平成１６年 ６月  専務執行役員 中国地域代表担当、大金中国投資有限公司 

                   董事 総経理、空調グローバルコミッティメンバー委嘱 

平成２１年 ５月  専務執行役員 中国地域代表担当、大金中国投資有限公司 

                   董事長 総経理、空調グローバルコミッティメンバー委嘱 

 

三中
み な か

 政次
まさつぐ

 

出 身 地  大阪府 

生年月日  昭和２８年 ７月 ９日（５７才） 

最終学歴  昭和５２年 ３月 天理大学 外国語学部 卒 

職  歴  昭和５８年１０月 当社入社 

平成１４年１１月  グローバル戦略本部 営業企画部長 

平成１５年１１月  ダイキンヨーロッパ社出向（常務取締役） 

平成１７年 ７月   グローバル戦略本部 空調欧州・中近東・アフリカ 

地域支配人、ダイキンヨーロッパ社 取締役社長、 

デュッセルドルフ事務所長 

平成１９年 ６月  専任役員 グローバル戦略本部 空調欧州・中近東・ 

アフリカ地域支配人、ダイキンヨーロッパ社 取締役社長、 

デュッセルドルフ事務所長、空調ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｯﾃｨﾒﾝﾊﾞｰ委嘱 

平成２０年 ６月  執行役員 グローバル戦略本部 空調欧州・中近東・ 

アフリカ地域支配人、ダイキンヨーロッパ社 取締役社長、 

デュッセルドルフ事務所長、空調ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｯﾃｨﾒﾝﾊﾞｰ委嘱 

平成２２年 ６月  常務執行役員 グローバル戦略本部 空調欧州・中近東・ 

アフリカ地域支配人、ダイキンヨーロッパ社 取締役社長、 

デュッセルドルフ事務所長、空調ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｯﾃｨﾒﾝﾊﾞｰ委嘱 

平成２３年 ３月  常務執行役員 グローバル戦略本部 空調欧州地域支配人、 

ダイキンヨーロッパ社 取締役社長、 

デュッセルドルフ事務所長、空調ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｯﾃｨﾒﾝﾊﾞｰ委嘱 
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Frans Hoorelbeke（フランス・ホーレルベーケ） 

国 籍  ベルギー王国 

生年月日  １９４６年 ７月１３日（６４才） 

最終学歴  １９７６年 ７月 University Loubain 卒 

職  歴  １９７６年 ７月 ダイキンヨーロッパ社入社 

１９８１年 ５月  総務部 部長 

１９８３年１２月  役員待遇 経理・総務担当 

１９８８年 ２月  取締役 経理・総務担当 

１９９７年 ４月  常務取締役 

１９９８年 ６月  取締役副社長 

２０００年 ６月 ダイキン工業㈱ 専任役員（非常勤） 

ダイキンヨーロッパ社 取締役副社長委嘱 

２００４年 ６月 ダイキン工業㈱ 常務専任役員（非常勤） 

                 ダイキンヨーロッパ社 取締役副社長委嘱 

２００５年 ５月  ダイキンヨーロッパ社 取締役会長 委嘱 

２００７年 ６月 ダイキン工業㈱ 専務専任役員（非常勤） 

                  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 

 

 

 

新任執行役員 略歴 
 

植村
うえむら

 義之
よしゆき

 

出 身 地 京都府 

生年月日 昭和３３年 ３月２０日（５３才） 

 最終学歴 昭和５５年 ３月 同志社大学 工学部 卒 

 職  歴 昭和５５年 ４月 当社入社 

      平成１４年１１月 ニューヨーク事務所 ＤＴ提携推進担当部長 

      平成１７年１１月 ダイキンＵＳ社 出向（取締役）、 

ダイキンホールディングス（ＵＳＡ）社（取締役）、 

ニューヨーク事務所 担当部長 

平成１９年 ６月 専任役員 ダイキンＵＳ社 取締役副社長、 

ダイキンホールディングス（ＵＳＡ）社 取締役委嘱 

森山
もりやま

 昌幸
まさゆき

 

出 身 地  三重県 

生年月日  昭和２８年１２月２５日（５７才） 

最終学歴  昭和４７年 ３月 三重県立上野工業高等学校 機械科 卒 

職  歴  昭和４７年 ３月 当社入社 

       平成１４年１０月  西安大金慶安圧縮機有限公司出向 

平成１６年 ２月  大金機電設備蘇州有限公司出向 （菫事長 総経理） 

平成２０年 ６月  専任役員 大金空調上海有限公司 菫事長委嘱 

平成２１年 ５月  専任役員 大金中国投資有限公司 董事 副総経理、 

                      マッケイ中国社 ＣＯＯ委嘱 
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新任専任役員 略歴 

松田
ま つ だ

 直
なお

敬
たか

 

 出 身 地  北海道 

 生年月日  昭和２５年 ４月１２日（６１才） 

 最終学歴  昭和４９年 ３月 北海道大学 工学部 卒 

 職  歴  昭和４９年 ４月 当社入社 

       平成１０年 ７月  空調営業本部 技術部 エアコンお客様センター担当部長 

       平成１０年１１月  空調営業本部 技術部長  

       平成１６年 ５月  空調営業本部 副本部長（商品企画・技術）兼 商品企画部長 

       平成２１年 ７月  役員待遇 空調営業本部（空調・低温国内営業渉外） 

Robert Sidney Woodhouse（ﾛﾊﾞｰﾄ･ｼﾄﾞﾆｰ･ｳｯﾄﾞﾊｳｽ） 

 国 籍  オーストラリア 

 生年月日  １９４７年 ６月２７日（６３才） 

 最終学歴  １９６８年 Bankstown Technical College 卒 

 職  歴  １９８１年 ダイキンオーストラリア社入社 

       １９８７年  経営管理部長 

       １９９１年  営業本部長  

       １９９４年  取締役 

       １９９８年  取締役社長 

豊島
とよしま

 直樹
な お き

 

 出 身 地  大阪府 

 生年月日  昭和２７年１１月１９日（５８才） 

 最終学歴  昭和５２年 ３月 大阪大学 理学部 卒 

 職  歴  昭和５２年 ４月 当社入社 

       平成１０年 ７月  化学事業部 化学品営業部 エッチャント・半導体担当部長 

       平成１５年 ６月  化学事業部 副事業部長（用途開発）兼 用途開発部長  

       平成２２年 ５月  大金フッ素化学中国有限公司 董事 総経理 

兼 化学事業部 副事業部長（中国事業担当） 

宮
みや

住
ずみ

 光
こう

太
た

 

 出 身 地  大阪府 

 生年月日  昭和３４年 １月１３日（５２才） 

 最終学歴  昭和５７年 ６月 上智大学 外国語学部 卒 

 職  歴  平成１０年 ６月 当社入社 

       平成１４年 ７月  経営企画室 調査担当部長 

大谷
おおたに

 芳彦
よしひこ

 

 出 身 地  徳島県 

 生年月日  昭和３０年 ２月２３日（５６才） 

 最終学歴  昭和４５年 ３月 徳島県 出合中学校 卒業 

 職  歴  昭和４５年 ３月 当社入社 

       平成１６年 １月  中国新生産拠点設立準備室 担当部長 

兼 大金中央空調上海有限公司（董事） 

       平成１８年１０月  大金空調上海有限公司出向（製造部長） 

       平成２１年 ４月  マッケイ中国社出向 [ＧＭ（生産・品質管理）] 

以 上 

 


