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2022年３月 25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 取締役兼常務執行役員 

人事企画ユニット長 墓 越  繁 昌 

（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 

 

役員及び執行役員の異動について、2022年３月 25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、2022年６月 29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. 2022年６月 29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 三代 元之  

取締役 兼 常務執行役員 佐藤 善昭  

取締役 兼 常務執行役員 墓越 繁昌  

取締役 兼 常務執行役員 吉田 有宏 （新任） 

取締役（社外） 武井 敏一  

取締役（社外） 星長 清隆  

取締役（社外） 白井 美由里 （新任） 

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. 執行役員等の選任（2022年７月１日付） 

(1) 常務執行役員 

コンプライアンスユニット長 

兼 法務センターチーフ 

兼 電動化・カーボンニュートラル対応ユニット長 

兼 カーボンニュートラル推進センターチーフ 

兼 犬山事業所長 

佐藤 善昭  

人事企画ユニット長 墓越 繁昌  

技術ユニット長 吉田 有宏 （昇任） 
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第１カンパニー業務推進室付 

大同プレーンベアリング(株)出向（社長） 

古川 智充  

第５カンパニープレジデント 

兼 風車技術研究所長 

平松 伸隆  

 

(2) 上席執行役員 

経営企画ユニット付 

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（副社長） 

正田 健二  

経営企画ユニット付 

ATA キャスティングテクノロジー Co., Ltd. (タイ)出向

（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  

電動化・カーボンニュートラル対応ユニット 

電動化対応推進センターチーフ 

渡部 晃 （昇任） 

財務企画ユニット長 伊藤 啓貴 （昇任） 

 

(3)  執行役員 

ＩＣＴユニット長 兼 ＩＣＴセンターチーフ 小島 尚  

第３カンパニープレジデント  林 敦  

経営企画ユニット付 

ダイナメタル Co., Ltd.（タイ）出向（社長） 

中野 雅裕  

第２カンパニープレジデント 兼 低速事業部長 立木 志津夫  

第４カンパニープレジデント 浅野 厳文  

経営企画ユニット付 

大同メタルヨーロッパ Limited (英国)出向 

(Finance Director) 

兼 大同メタルヨーロッパ GmbH (ドイツ)出向 

(Finance Director) 

市橋 利一  

第１カンパニー業務推進室付 

大同プレーンベアリング(株)出向（副社長） 

栗田 直樹  

第１カンパニープレジデント 籠原 幸彦  

経営企画ユニット付 

大同メタルメキシコ S.A. de C.V.出向（社長） 

兼 大同メタルメキシコ販売 S.A. de C.V.出向（社長） 

川原 主税  

経営企画ユニット付 

飯野製作所出向（取締役財務部長） 

落合 輝彦  

経営企画ユニット長 兼 経営企画センターチーフ 岩倉 弘記  

経営企画ユニット総務センターチーフ 土屋 重人 （新任） 

 

(4)  フェロー及びエキスパート（執行役員格） 

技術ユニット フェロー 

兼 トライボロジー研究室長 

片桐 武司  

第５カンパニー エキスパート ティム アレン  
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３. 2022年７月 1日付相談役、顧問の再任 

  (1) 相談役 

      樫山 恒太郎 

 

    (2) 顧問 

          佐々木 利行 

            井川 雅樹 

 

４.  2022年６月 30日付執行役員の退任 

第２カンパニー業務推進室付 

大同インダストリアルベアリングジャパン出向 

（社長 兼 工場長） 

浅井 眞吾 

 

  （注） ICT は Information and 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) 吉田 有宏(よしだ ありひろ) 

生年月日 1964年３月 11日 

略歴 1986年４月 当社入社 

2012年４月 設計センターチーフ 

2016年７月 執行役員 技術センターチーフ 

2017年４月 執行役員 技術ユニット長 兼 設計センターチーフ 

2019年４月 執行役員 技術ユニット長 

2019年７月 上席執行役員 技術ユニット長 

2021年４月 上席執行役員 副技術ユニット長（現任） 

所有株式数 5,008株 

 

 

氏名(ふりがな) 白井 美由里(しらい みゆり) 

生年月日 1963年１月 2日 

略歴 1998年４月 横浜国立大学経営学部専任講師 

1999年４月 横浜国立大学経営学部助教授 

1999年８月 デューク大学フークア・ビジネススクール客員研究員 

（～2001年２月） 

2003年５月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科内地研究員 

（～2004年２月） 

2005年６月 株式会社ニチレイ社外取締役（～2012年６月） 

2009年４月 横浜国立大学経営学部教授 

2011年４月 横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授 

2015年４月 慶應義塾大学商学部教授（現任） 

所有株式数 0株 

所有株式数は 2021年９月 30日時点 

以   上 

 


