
 

2022 年 4 月 1 日 

各 位 

会社名  アイカ工業株式会社 

代表者名 
代表 取 締役 
社長執行役員 海老原 健治 

（コード番号 4206 東証・名証第 1 部） 

問合せ先 執行役員 人事部担当 森島 英謙 

（TEL 052-533-3134） 

 

役員人事に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の当社取締役会において、下記のとおり取締役・監査等委員・補欠

監査等委員および執行役員人事を決定しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．取締役人事(監査等委員である取締役を除く)【2022 年 4 月 1 日付】 

氏 名 新役職および委嘱職務 旧役職および委嘱職務 

小野 勇治 代表取締役 会長 代表取締役 社長執行役員 

海老原 健治 代表取締役 社長執行役員 取締役 常務執行役員 

百々 聡 取締役 専務執行役員 取締役 専務執行役員 

大村 信幸 取締役 常務執行役員 取締役 常務執行役員 

小倉 健二 取締役（社外） 取締役（社外） 

清水 綾子 取締役（社外） 取締役（社外） 
  
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者【2022 年 6 月 24 日付】 

≪2022 年 6 月 24 日開催予定の第 122 回定時株主総会に付議予定≫ 

氏 名 役職名 

小野 勇治 代表取締役  

海老原 健治 代表取締役 

百々 聡 取締役 

大村 信幸 取締役 

小倉 健二 取締役（社外） 

清水 綾子 取締役（社外） 



３．監査等委員である取締役候補者【2022 年 6 月 24 日付】 

≪2022 年 6 月 24 日開催予定の第 122 回定時株主総会に付議予定≫ 

氏 名 新役職 現役職 

森 良二 
取締役 

監査等委員（常勤） 

取締役 

監査等委員（常勤） 

宮本 正司 
取締役 

監査等委員（社外） 

取締役 

監査等委員（社外） 

山本 光子【新任】 
取締役 

監査等委員（社外） 
― 

  

 【新任監査等委員である取締役候補】 

山本 光子（やまもと みつこ） 

  （略歴）1983 年 3月  ウーマンスタッフ㈱入社 

1985 年 4月 同社取締役営業本部長  

1998 年 9月  ピープルスタッフ㈱に社名変更  

                         同社専務取締役 

2016 年 7月  テンプスタッフ㈱と統合 

                     同社取締役専務執行役員  

2017 年 7月 パーソルテンプタッフ㈱に社名変更  

2019 年 7月  同社取締役  

2020 年 7月  同社相談役(常勤)(現任) 

2020 年 7月 学校法人名城大学 監事(非常勤)(現任) 

      2021 年 6月 中央発條㈱ 社外取締役(現任) 

 

４．補欠の監査等委員である取締役候補者【2022 年 6 月 24 日付】 

≪2022 年 6 月 24 日開催予定の第 122 回定時株主総会に付議予定≫ 

氏 名 新役職 現役職 

春馬 学 
補欠監査等委員である 

取締役（社外） 

補欠監査等委員である 

取締役（社外） 

 

５．退任予定役員【2022 年 6 月 24 日付】 

≪監査等委員である取締役≫ 

氏 名 現役職 

片桐 清志 
取締役 

監査等委員（社外） 

 

 



 

６．執行役員人事【2022 年 4 月 1 日付】 

氏 名 新役職 旧役職 

※海老原 健治 社長執行役員 

常務執行役員 

化成品カンパニー長 

営業統括本部副本部長 

※百々 聡 

専務執行役員 

建装・建材カンパニー長 

営業統括本部長 

専務執行役員 

建装・建材カンパニー長 

営業統括本部長 

※大村 信幸 

常務執行役員 

化成品カンパニー長 

営業統括本部副本部長 

常務執行役員 

機能材料カンパニー長 

小瀬村 久 

常務執行役員 

化成品カンパニー副カンパニー長 

(営業担当)、同カンパニー営業

本部長 

西東京ケミックス株式会社 

代表取締役会長 

常務執行役員 

化成品カンパニー副カンパニー長

西東京ケミックス株式会社 

代表取締役会長 

堀田 益之 

常務執行役員  

品質保証部担当 

アイカテック建材株式会社 

代表取締役社長 

常務執行役員 

品質保証部担当 

アイカテック建材株式会社 

代表取締役社長 

木場 健夫 

上席執行役員 

アイカ・アジア・パシフィック・

ホールディング社 取締役会長 

上席執行役員 

アイカ・アジア・パシフィック・

ホールディング社 取締役会長 

岩塚 祐二 

上席執行役員 

建装・建材カンパニー副カンパ

ニー長（生産担当）      

同カンパニー生産統括部長 

情報システム部担当 

上席執行役員 

建装・建材カンパニー副カンパ

ニー長（生産担当）      

同カンパニー生産統括部長 

情報システム部担当 

Chew Teck Liong  

（チュー テクリョン） 

上席執行役員 

アイカ・アジア・パシフィック・

ホールディング社 取締役副会長 

上席執行役員 

アイカ・アジア・パシフィック・

ホールディング社 取締役副会長 

石井 寛之 

上席執行役員 

営業統括本部首都圏統括 

東京支社長、同支社業務部長 

上席執行役員 

営業統括本部首都圏統括 

東京支社長、同支社業務部長 



氏 名 新役職 旧役職 

市川 豊明 

上席執行役員【昇任】 

アイカ・アジア・ラミネーツ・  

ホールディング社 取締役社長兼 

東アジア担当、 

ウィルソナート上海社 董事長 

執行役員 

財務統括部担当、海外企画部長 

 

Lee Kin Seng 

（リー キンセン） 

執行役員 

アイカ・アジア・パシフィック・

ホールディング社 取締役CEO 

執行役員 

アイカ・アジア・パシフィック・

ホールディング社 取締役CEO 

倉本 寛直 

執行役員 

建装・建材カンパニー副カンパ

ニー長（営業担当） 

営業統括本部営業企画部長 

同部営業支援室長 

執行役員 

建装・建材カンパニー副カンパ

ニー長（営業担当） 

営業統括本部営業企画部長 

酒井 信禎 

執行役員 

財務統括部担当        

サステナブル推進部担当    

経営企画部長 

執行役員 

サステナブル推進部担当   

経営企画部長 

乾 功一郎 
執行役員 

業務統括部担当、物流部長 

執行役員 

業務統括部長、物流部長 

石井 直美 

執行役員 

化成品カンパニー副カンパニー長 

(生産担当)、同カンパニー品質

管理部長、開発企画室長    

執行役員 

機能材料カンパニー副カンパニー長 

開発企画室長 

何  文杰 

（ホー・ウエンジエ） 

執行役員 

エバモア・ケミカル・インダス

トリー社 董事長 

執行役員 

エバモア・ケミカル・インダス

トリー社 董事長 

森島 英謙 

執行役員【新任】 

人事部担当、法務部担当 

内部監査室担当、総務部長 

総務部長、法務部長 

内部監査室長 

 ※取締役が執行役員を兼任。 

  

 以 上 


