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平成２５年５月９日 

各    位 

                             会 社 名 

代表者名 代表取締役社長 橋本 修 

                             （コード番号 8249 東証･大証第二部） 

                       問合せ先 人事総務部担当部長 渡辺 俊裕 

                             （TEL 06-6459-2101） 

 

代表取締役の異動および人事異動に関するお知らせ 

 

   当社は、平成２５年５月９日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および人事異動

について決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．代表取締役の異動 

（１）異動の理由 

   当社を取り巻く経営環境に対応すべく、新たな経営体制を整え、国内外の営業基盤の強化を図り、 

更なる業績向上に向けた取り組みを推進するためであります。 

 

（２）異動の内容               

〔新役職名〕 〔氏名〕 〔現役職名〕 

特別顧問 乙幡 範 代表取締役会長 

 

代表取締役専務取締役 専務執行役員 高安 宏明 専務取締役 

 

代表取締役専務取締役 専務執行役員 髙島 敏勲 専務取締役 
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（３）新任代表取締役の略歴 

   新役職名  代表取締役専務取締役 専務執行役員 

   氏  名  高安 宏明（たかやす ひろあき） 

   生年月日  昭和 31 年 1 月 26 日生 
最終学歴  昭和 53 年 3 月  英知大学文学部仏文学科 卒業 

略  歴  昭和 56 年 11 月  当社 入社 

      平成 3年 7月  ﾏﾚｰｼｱﾝ･ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ･ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｭｱﾘﾝｸﾞ･ｾﾝﾄﾞﾘｱﾝ･ﾍﾞﾙﾊｯﾄ 社長 

         平成 11 年 6 月  東京営業部長 
         平成 14 年 6 月  取締役 東京営業部長  
         平成 18 年 6 月  常務取締役 
         平成 23 年 6 月  専務取締役 

         平成 23 年 9 月  専務取締役 営業統轄 情報通信事業本部、化成品事業推進部、 

                  営業管理統轄室統轄 情報通信事業本部長 営業管理統轄室長 

                  科友貿易（香港）有限公司 会長（現任） 

         平成 25 年 1 月  専務取締役 営業統轄 情報通信事業本部、化成品事業推進部 

                  統轄 情報通信事業本部長 

                                        （現在に至る） 

   所有株式数 13,100 株 

 

新役職名  代表取締役専務取締役 専務執行役員 

   氏  名  髙島 敏勲（たかしま としのり） 

   生年月日  昭和 26 年 11 月 6 日生 
最終学歴  昭和 50 年 3 月  一橋大学商学部 卒業 
略  歴  昭和 50 年 4 月  住友電気工業㈱ 入社 

         平成 11 年 7 月  ｽﾐﾄﾓ ｴﾚｸﾄﾘｯｸ ﾖｰﾛｯﾊﾟ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 社長 
         平成 15 年 1 月  住友電気工業㈱ 国際事業部長  

        平成 17 年 1 月  当社理事、国際部長 
         平成 17 年 6 月  取締役 
         平成 19 年 6 月  常務取締役  
         平成 22 年 6 月  常務取締役 台湾科友貿易（股）有限公司 董事長（現任） 

平成 24 年 6 月  専務取締役 海外関係特命事項、人事総務部、経営企画室 

        国際部統轄 

平成 24 年 10 月 専務取締役 海外関係特命事項、人事総務部、経営企画室 

        貿易部統轄 

                                        （現在に至る） 

   所有株式数 14,800 株 

（４）就任予定日 

平成２５年６月２０日 
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２．人事異動 

（平成２５年６月２０日付）                       （下線が異動箇所） 

〔新役職名〕 〔氏名〕 〔現役職名〕 

常務取締役 常務執行役員 

自動車事業本部､品質管理室､開発部統轄

自動車事業本部長 

自動車事業本部 品質保証部長 

科友貿易（広州）有限公司 董事長 

科友貿易（上海）有限公司 董事長 

日星金属制品（上海）有限公司 

董事長 

嘉善科友盛科技有限公司 董事長 

藤原 通雄 常務取締役 自動車事業本部、 

品質管理室、開発部統轄  

自動車事業本部長 

自動車事業本部 品質保証部長 

科友貿易（広州）有限公司 董事長 

科友貿易（上海）有限公司 董事長 

日星金属制品（上海）有限公司 

董事長 

嘉善科友盛科技有限公司 董事長 

常務取締役 常務執行役員 

電機・電子事業本部統轄 

電機・電子事業本部長 

電機・電子事業本部 第一営業部長 

科友貿易（大連）有限公司 董事長 

林田 隆一 常務取締役 電機・電子事業本部 

鋲螺事業推進部統轄 

電機・電子事業本部長 

電機・電子事業本部 第一営業部長 

科友貿易（大連）有限公司 董事長 

常務取締役 常務執行役員 

経理部 財務部 情報システム部  

物流部統轄 経理部長 

溝尾 靖伸 常務取締役 経理部 財務部  

情報システム部 物流部統轄  

経理部長 

常務取締役 常務執行役員 

住建・住設事業本部統轄 

住建・住設事業本部長 

 

大島 俊二 常務取締役 住建・住設事業本部 

産業機器事業本部 東京事務所統轄 

住建・住設事業本部長 

産業機器事業本部長 

執行役員 産業機器事業本部統轄 

産業機器事業本部長 

秀山 裕三 産業機器事業本部 第一営業部長 

第二営業部長 

執行役員 

昆山東訊機電有限公司 董事長 

山口 登 取締役 

昆山東訊機電有限公司 董事長 

執行役員 産業機器事業本部管掌 

産業機器事業本部 第三営業部長 

島木 英世 取締役 支配人（産業機器事業本部管掌）

産業機器事業本部 第三営業部長 

執行役員 開発部管掌 開発部長 

自動車事業本部 第三営業部長 

高田 昌浩 取締役 支配人（開発部 鋲螺事業推進部

管掌） 開発部長 

執行役員 品質管理室管掌 

電機・電子事業本部 品質保証部長 

住建・住設事業本部 品質保証部長 

産業機器事業本部 品質保証部長 

野上 雅春 取締役 支配人（品質管理室管掌） 

電機・電子事業本部 品質保証部長 

住建・住設事業本部 品質保証部長 

産業機器事業本部 品質保証部長 
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〔新役職名〕 〔氏名〕 〔現役職名〕 

大洋産業株式会社 専務取締役 

 

神田 初男 取締役（化成品事業推進部管掌） 

化成品事業推進部長 東京事務所長 

執行役員 東京事務所統轄 東京事務所長

自動車事業本部 第一営業部長  

成田 広明 取締役 自動車事業本部 第一営業部長

執行役員 財務部 経営企画室管掌 

財務部長 経営企画室長 

中島 克彦 取締役（財務部 経営企画室管掌） 

財務部長 経営企画室長 

執行役員 鋲螺事業推進部統轄 

鋲螺事業推進部長 

宮野 邦彦 鋲螺事業推進部長 

執行役員 化成品事業推進部統轄 

化成品事業推進部長 

松本 昌一郎 自動車事業本部 第三営業部長 

 

産業機器事業本部 第一営業部長 

第二営業部長 

田中 哲也 産業機器事業本部 第一営業部次長 

第二営業部次長 

以 上 

 


