
平成 25 年 6 月 10 日

各 位

会 社 名 大同工業株式会社

代表者名 取締役社長 新家 康三

(コード番号 6373 東証第一部)

問合せ先 常務取締役管理本部長 平野 信一

(TEL 0761－72－1234)

役員人事並びに主要人事の異動に関するお知らせ

当社は、平成 25年 6 月 10 日開催の取締役会において、平成 25 年 6月 27 日付の役員人事並びに主

要人事の異動を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、本件は平成 25 年 6月 27 日開催予定の株主総会および同総会終了後に開催される取締役会に

おいて正式に決定する予定です。

記

１．取締役・執行役員の異動

①昇任予定取締役

氏 名 新役職 現役職

新家 啓史 常務取締役 取締役

②新任予定執行役員

氏 名 新役職 現役職

岩上 祐二 執行役員

安全品質本部長

安全品質本部 安全品質保証部長

平野 祥二 執行役員

二輪四輪事業部長

二輪四輪事業部 二輪四輪事業企画部長

真田 昌則 執行役員

管理本部長 兼 総務部長

管理本部 経営企画部長

谷口 政博 執行役員

生産本部副本部長

兼 第二チェーン製造部長

生産本部 第一チェーン製造部長

兼 福田工場長

古田 信昭 執行役員

二輪四輪事業部副事業部長

兼 二輪四輪技術部長

二輪四輪事業部 二輪四輪技術部長

宮永 幹夫 執行役員

管理本部 経営企画部付部長

DAIDO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.代

表取締役社長 ※1

DAIDO INDUSTRIA DE CORRENTES DA AMAZONIA

LTDA.代表取締役社長 ※1

管理本部 経営企画部付部長

大同鏈条(常熟)有限公司総経理

※1 平成 25 年 9 月 就任予定



③担当職務の異動

氏 名 新役職 現役職

立田 康行 専務取締役

安全品質本部管掌

D.I.D VIETNAM CO.,LTD.会長

専務取締役

D.I.D VIETNAM CO.,LTD.会長

中野金一郎 常務取締役

調達本部管掌

DAIDO SITTIPOL CO.,LTD.取締役会長

常務取締役

技術開発本部管掌 兼 生産本部管掌 兼

事業部管掌

DAIDO SITTIPOL CO.,LTD.取締役会長

平野 信一 常務取締役

管理本部管掌

常務取締役

管理本部長 兼 調達本部担当 兼 安全品

質本部管掌

新家 啓史 常務取締役

技術開発本部長 兼 二輪四輪事業部管掌

DAIDO SITTIPOL CO.,LTD.取締役副会長

取締役

技術開発本部長

DAIDO SITTIPOL CO.,LTD.代表取締役社長

D.I.D ASIA CO.,LTD.代表取締役社長

清水 俊弘

(新任取締役

候補)

取締役

産機事業部長

執行役員

経営企画部付部長

DAIDO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.代

表取締役社長

DAIDO INDUSTRIA DE CORRENTES DA AMAZONIA

LTDA.代表取締役社長

竹島 規正 執行役員

DAIDO SITTIPOL CO.,LTD.代表取締役社長

執行役員

DAIDO SITTIPOL CO.,LTD. 取締役副社長

２．主要人事（部長級）の異動

氏 名 新役職 現役職

越野美智代 内部統制監査室長 内部統制監査室課長

野口 賢信 管理本部 経営企画部長 管理本部 総務部長

池田憲一郎 管理本部 経営企画部付部長

大同鏈条(常熟)有限公司総経理

産機事業部 AS 商品部担当部長

伊藤 升久 管理本部 経営企画部付部長

D.I.D ASIA CO.,LTD.代表取締役社長

管理本部 経営企画部付部長

DAIDO ASIA CO.,LTD.取締役

森 直樹 管理本部 経営企画部付部長

P.T.DAIDO INDONESIA MANUFACTURING 代

表取締役社長

管理本部 経営企画部付課長

P.T.DAIDO INDONESIA MANUFACTURING 取

締役

紋谷 英樹 安全品質本部 安全品質保証部長 内部統制監査室長

西山 英一 技術開発本部 システム部長 システム部 システム課担当課長

高村 佳男 生産本部 第一チェーン製造部長

兼 福田工場長

管理本部 経営企画部付部長

P.T.DAIDO INDONESIA MANUFACTURING 代

表取締役社長

末井 伸幸 二輪四輪事業部 二輪四輪事業企画部長 二輪四輪事業企画部 事業企画課長

谷口 正一 二輪四輪事業部 二輪四輪事業企画部専

任部長

二輪四輪事業部 二輪四輪事業企画部担

当部長

北村 佳裕 産機事業部 産機事業企画部担当部長 技術開発本部 システム部長



（参考）取締役、監査役、執行役員 就任予定者一覧（6月 27 日付）

◎昇任、○新任

会社における

地 位

氏 名 役職・担当・重要な兼職

取締役社長 新家 康三 代表取締役

加賀商工会議所会頭

専務取締役 立田 康行 安全品質本部管掌

D.I.D VIETNAM CO.,LTD.会長

常務取締役 中野金一郎 調達本部管掌

DAIDO SITTIPOL CO.,LTD.取締役会長

常務取締役 平野 信一 管理本部管掌

◎ 常務取締役 新家 啓史 技術開発本部長 兼 二輪四輪事業部管掌

DAIDO SITTIPOL CO.,LTD.取締役副会長

取締役 菊知 克幸 生産本部長

○ 取締役 清水 俊弘 産機事業部長

常勤監査役 福田 治

監査役（社外） 笠松 靖男

監査役（社外） 棚橋 健一

監査役（社外） 東森 正則

執行役員 堀江 利幸 DAIDO CORPORATION OF AMERICA 代表取締役社長

執行役員 竹島 規正 DAIDO SITTIPOL CO.,LTD. 代表取締役社長

執行役員 東 憲正 調達本部長

○ 執行役員 岩上 祐二 安全品質本部長

○ 執行役員 平野 祥二 二輪四輪事業部長

○ 執行役員 真田 昌則 管理本部長 兼 総務部長

○ 執行役員 谷口 政博 生産本部副本部長 兼 第二チェーン製造部長

○ 執行役員 古田 信昭 二輪四輪事業部副事業部長 兼 二輪四輪技術部長

○ 執行役員 宮永 幹夫 管理本部 経営企画部付部長

DAIDO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.代表取締役

社長 ※１

DAIDO INDUSTRIA DE CORRENTES DA AMAZONIA LTDA.

代表取締役社長 ※１

※1 平成 25年 9月 就任予定

以 上


