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平成 31 年 3 月 28 日 

各   位 

会社名 大同メタル工業株式会社 

代表者名 代表取締役会長兼最高経営責任者 

判 治 誠 吾 

（コード）：7245 東証一部、名証一部 

問合せ先 取締役兼専務執行役員 

人事企画ユニット長 井 川 雅 樹 

（TEL：0568-61-2539） 

 

役員の体制及び執行役員の異動に関するお知らせ役員の体制及び執行役員の異動に関するお知らせ役員の体制及び執行役員の異動に関するお知らせ役員の体制及び執行役員の異動に関するお知らせ    

 

役員及び執行役員の異動について、平成 31年３月 28日開催の取締役会において、下記のとおり 

内定いたしましたのでお知らせいたします。 

 なお、役員の異動につきましては、平成 31 年６月 27日開催予定の当社定時株主総会及びその後 

の取締役会において正式に決定されることとなります。 

 

記 

 

1. 平成 31 年６月 27 日開催予定の定時株主総会日以降の取締役・監査役体制 

代表取締役会長 兼 最高経営責任者 判治 誠吾  

代表取締役社長 兼 最高執行責任者 樫山 恒太郎  

取締役 兼 専務執行役員 佐々木 利行  

取締役 兼 専務執行役員 井川 雅樹  

取締役 兼 常務執行役員 三代 元之 (新任) 

取締役 兼 常務執行役員 佐藤 善昭 (新任) 

取締役（社外） 武井 敏一  

取締役（社外） 星長 清隆  

監査役 玉谷 昌明  

監査役（社外） 田辺 邦子  

監査役（社外） 松田 和雄  

 

2. 執行役員の選任（平成 31年７月 1日付） 

(1) 専務執行役員 

業務改革・ＩＣＴユニット長  

兼 犬山事業所長 

佐々木 利行 

人事企画ユニット長 井川 雅樹 

 

(2) 常務執行役員 

経営・財務企画ユニット長 三代 元之 

第１カンパニープレジデント 佐藤 善昭 
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(3) 上席執行役員 

第１カンパニーバイスプレジデント 宮脇 敏之  

品質企画室長 浅井 眞吾  

経営・財務企画ユニット付 

大同プレーンベアリング(株)出向（社長） 

古川 智充 (昇任) 

第５カンパニープレジデント 平松 伸隆 (昇任) 

技術ユニット長 吉田 有宏 (昇任) 

経営・財務企画ユニット付 

ダイナメタル Co., Ltd.（タイ）出向（社長） 

墓越 繁昌 (昇任) 

 

(4) 執行役員 

経営・財務企画ユニット付 

大同メタルヨーロッパ Limited (英国)出向（社長） 

兼 大同メタルヨーロッパ GmbH (ドイツ)出向（社長） 

正田 健二  

業務改革・ＩＣＴユニット ＩＣＴセンターチーフ 小島 尚  

経営・財務企画ユニット付 

ATA キャスティングテクノロジー Co., Ltd. (タイ)出向

（副社長） 

兼 DM キャスティングテクノロジー（タイ）Co., Ltd.出

向 (社長) 

川瀬 誠  

経営・財務企画ユニット付 

大同メタルインドネシア出向 (社長) 

渡部 晃 (新任) 

第３カンパニープレジデント 兼 業務推進室長 林 敦 (新任) 

 

3. 顧問の再任（平成 31年７月 1 日付） 

経営・財務企画ユニット付 

大同メタル U.S.A. Inc. (米国) 出向（社長） 

河村 康雄 

 

4. 執行役員の退任（平成 31年６月 30日付） 

岡戸 篤 

小暮 圭一 

吉田 秀雄 

鬼頭 幸裕 

 

（注） ICT は Information Communication Technology の略 

以   上  
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【ご参考】 新任取締役候補者略歴 

 

氏名(ふりがな) 三代 元之(みよ もとゆき) 

生年月日 昭和 30 年 9 月 8 日 

略歴 昭和 54 年４月 富士銀行入行 

平成 10 年５月 同行ロンドン支店 副支店長 

平成 12 年９月 同行国際部 参事役 

平成 14 年４月 みずほコーポレート銀行シンガポール支店 参事役 

平成 19 年３月 同行国際管理部 参事役 

平成 20 年９月 当社入社 

平成20年10月 第 1 カンパニー付 大同メタルロシア出向 (副社長) 

平成 23 年７月 執行役員 経営企画ユニット付大同メタルロシア出向 (副

社長) 

平成 27 年７月 上席執行役員 経営企画ユニット付大同メタルロシア出向 

(副社長) 

平成 30 年７月 常務執行役員 経営企画ユニット付大同メタルロシア出向 

(副社長) 

平成 31 年４月 

(予定) 

常務執行役員 経営・財務企画ユニット長  

所有株式数 3,518 株 

 

 

氏名(ふりがな) 佐藤 善昭(さとう よしあき) 

生年月日 昭和 31 年 12 月 19 日 

略歴 昭和 54 年４月 当社入社 

平成 17 年４月 バイメタル製造所長 

平成 17 年７月 執行役員 バイメタル製造所長 

平成 21 年４月 執行役員 第３カンパニープレジデント 

平成 22 年４月 執行役員 経営企画ユニット付 

大同メタルチェコ出向 (社長) 

平成 24 年４月 執行役員 技術ユニット長 

平成 26 年７月 上席執行役員 技術ユニット長 

平成 29 年４月 上席執行役員 第１カンパニープレジデント 

平成 30 年７月 常務執行役員 第１カンパニープレジデント (現任) 

所有株式数 31,874 株 

所有株式数は平成 31 年２月 28日時点 

 

以   上 

 


