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人事異動に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 28 年３月１日開催の取締役会において、平成 28 年４月１日付の取締役人事、執

行役員人事および人事異動を決定するとともに、平成 28 年６月上旬の執行役員の異動ならびに平

成28年６月下旬開催予定の第100回定時株主総会に付議する役員候補者について下記のとおり内

定いたしましたのでお知らせします。 

 

記 

 

１．平成 28 年４月 1日付の取締役の異動および執行役員の異動について 

氏名 新（4/1） 現（3/1） 

棚橋  章 専務取締役 
グループ経営に関する事項につ
き、社長を補佐 

 

取締役（社外取締役） 
（非常勤） 

 
トピー工業株式会社 
常務執行役員鉄鋼事業担当、スチ
ール事業部長 

米山 克已 取締役 
社長付 

常務取締役 
特命事項管掌 

武仲 康剛 執行役員 
経営企画部長 

 
経営企画部長 

 

２．平成 28 年４月 1日付の人事異動について 

氏名 新（4/1） 現（3/1） 

戸田 一郎 株式会社北越タンバックル出向 営業本部副本部長兼購買部長 

南波 義幸 営業本部副本部長兼購買部長 北越興業株式会社出向 

山﨑  彰 北越興業株式会社出向 製造所三条圧延工場長 

本間 英幸 製造所三条圧延工場長兼技術部長代行 製造所技術部長代行 

 

３．平成 28 年６月上旬の執行役員の異動について 

氏名 新（6/上旬） 現（3/1） 

髙橋 秀一 常務執行役員 
製造所長 

株式会社北越タンバックル 
代表取締役社長 

常務執行役員 
製造所長 

 



４．平成 28 年６月下旬開催予定の第 100 回定時株主総会終了後の役員の異動について（予定） 

(1)新任取締役 

氏名 新（6/下旬） 現（3/1） 

髙橋 秀一 取締役常務執行役員 
製造、技術に関する事項管掌、製
造所長 

株式会社北越タンバックル 
代表取締役社長 

常務執行役員 
製造所長 

武仲 康剛 取締役執行役員 
経営企画、財務に関する事項管掌、
経営企画部長 

 
経営企画部長 

森山 昭彦 
 

取締役（社外取締役） 
（非常勤） 

森山経理事務所 
公認会計士森山昭彦事務所 

 
 
森山経理事務所 
公認会計士森山昭彦事務所 

米山 孝之 取締役（社外取締役） 
（非常勤） 

三島法律事務所 

 
 
三島法律事務所 

新任取締役の略歴は別紙のとおりであります。 

なお、森山昭彦氏は、平成 28 年３月１日付で補欠監査役を辞任いたしました。 

 

(2)退任取締役 

氏名 新（6/下旬） 現（3/1） 

米山 克已 常任顧問 常務取締役 
特命事項管掌 

 

(3) 担当職掌等の変更 

氏名 新（6/下旬） 現（3/1） 

成田 智志 取締役執行役員 
総務、システムに関する事項管掌、
総務部長 

取締役執行役員 
総務、財務、システムに関する事
項管掌、総務部長 

 



（ご参考） 

平成 28 年６月下旬開催予定の第 100 回定時株主総会後の新体制（予定） 

役職名 氏名 担当職掌等 

代表取締役社長 住田  規  

専務取締役 棚橋  章 グループ経営に関する事項につき、社長を補佐 

取締役（新任） 
常務執行役員 

髙橋 秀一 製造、技術に関する事項管掌、製造所長 
株式会社北越タンバックル代表取締役社長 

取締役 
執行役員 

成田 智志 総務、システムに関する事項管掌、総務部長 

取締役（新任） 
執行役員 

武仲 康剛 経営企画、財務に関する事項管掌、経営企画部長 

取締役 
（社外取締役） 

岡田 明彦 （非常勤） 

取締役（新任） 
（社外取締役） 

森山 昭彦 （非常勤） 

取締役（新任） 
（社外取締役） 

米山 孝之 （非常勤） 

常勤監査役 
（社外監査役） 

中野  久  

常勤監査役 
（社外監査役） 

本田 雅章  

監査役 
（社外監査役） 

中村  毅 （非常勤） 

常務執行役員 池津 敏郎 営業本部長兼条鋼営業部長 

執行役員 松原 光成 製造所副所長兼管理部長 

(注)常勤監査役の選任につきましては、同定時株主総会終了後の監査役会において決定する

予定です。 

 

以 上 



（別 紙） 

 

新任取締役の略歴 

１．新任取締役 

氏名（よみがな）  髙橋 秀一（たかはし しゅういち） 

生 年 月 日   昭和２９年１０月 ３日生 

略     歴   昭和５０年 ３月 鶴岡工業高等専門学校機械工学科卒業 

昭和５０年 ４月 北越メタル株式会社入社 

平成１４年 ４月 当社営業本部第二営業部長代行 

平成１５年 ４月 当社営業本部加工品営業部長代行 

平成１７年 ３月 当社営業本部加工品営業担当部長 

平成１８年 ４月 当社営業本部購買担当部長 

平成１８年 ５月 当社営業本部購買部長 

平成２５年 ４月 当社副営業本部長兼購買部長 

平成２６年 ４月 当社執行役員営業本部副本部長兼購買部長 

平成２７年 ４月 当社常務執行役員製造所長(現在) 

 

 

氏名（よみがな）  武仲 康剛（たけなか やすたか） 

生 年 月 日   昭和３５年 ３月２３日生 

略     歴   昭和５８年 ３月 東京農業大学農学部卒業 

平成 ２年１０月 トピー工業株式会社入社 

平成１５年 ７月 同社造機事業部総括部長 

平成２０年 ７月 青島トピー機械有限公司総経理 

平成２３年１０月 青島トピー機械有限公司総経理兼トピー履帯 

有限公司総経理 

平成２４年 ４月 トピー工業株式会社経営企画部長代行 

平成２５年 ４月 同社グローバル戦略推進部長 

平成２６年 ４月 北越メタル株式会社経営企画室長 

平成２７年 ４月 当社経営企画部長(現在)  

 



氏名（よみがな）  森山 昭彦（もりやま あきひこ） 

生 年 月 日   昭和２８年１２月２１日生 

略     歴   昭和５２年 ３月 中央大学商学部卒業 

昭和５７年 ９月 等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人ト

ーマツ）東京事務所入所 

昭和６３年１２月 同法人退所 

昭和６４年 １月 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法

人）新潟事務所入所 

平成 ５年 ３月 同法人退所 

平成 ５年 ４月 森山経理事務所入所、公認会計士森山昭彦事務

所開設(現在)  

 

 

氏名（よみがな）  米山 孝之（よねやま たかゆき） 

生 年 月 日   昭和４８年１１月２６日生 

略     歴   平成 ９年 ３月 日本大学法学部卒業 

平成１４年１１月 司法試験合格 

平成１６年１０月 弁護士登録 

         砂田徹也法律事務所（現 弁護士法人砂田徹也

法律事務所）入所 

平成１８年 ３月 砂田徹也法律事務所退所 

新発田ひまわり基金法律事務所（現 新発田中

央法律事務所）開設 

平成２１年 ２月 新発田ひまわり基金法律事務所退所 

平成２１年 ３月 三島法律事務所入所(現在) 

 


