
１．代表取締役の異動

＜平成21年6月26日付＞

新　　　職 現　　　職 氏　　名

（異動の理由）

　　2008年度中期経営計画“Challenge 1000”の取り組みにより、経営基盤の強化と将来への方向

　づけに見通しを持つことができたこの時点で、経営層の若返りによる企業の活性化を図り、今日

　まで蓄積した事業を継承して社業の一層の飛躍を期するものであります。

２．取締役の異動

　①取締役の役職の異動

＜平成21年6月26日付＞

新　　　職 現　　　職 氏　　名

阿部　　健
取締役兼副社長執行役員
電力機器カンパニープレジデント

取締役兼専務執行役員
電力機器カンパニープレジデント

取締役兼専務執行役員
半導体機器カンパニープレジデント

取締役兼常務執行役員
半導体機器カンパニープレジデント

森野　雄三

取締役兼副社長執行役員
溶接メカトロカンパニープレジデント

代表取締役会長

代表取締役社長

代表取締役社長

取締役兼常務執行役員
総合企画室長

柳生　　勝

田尻　哲也

取締役兼専務執行役員
溶接メカトロカンパニープレジデント

清原　裕次

平成２１年５月１２日　
各　　位

会 社 名 株式会社ダイヘン

代 表 者 代表取締役社長　　　 柳 生　　 勝

コード番号 6622

上場取引所 東証・大証第１部および福証

問 合 せ 先 取締役兼常務執行役員 総合企画室長 

 　　　　　　　　　　田 尻　哲 也

　　　　　 　（TEL　06-6390-5502）

　　　本日開催されました取締役会において、平成21年6月26日開催予定の定時株主総会および総会後

　　の取締役会に付議する代表取締役、取締役および監査役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。

代表取締役等　役員人事について
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　②新任取締役候補

＜平成21年6月26日付＞

新　　　職 現　　　職 氏　　名

３．監査役の異動

　①新任監査役候補

＜平成21年6月26日付＞

新　　　職 現　　　職 氏　　名

　②退任監査役

＜平成21年6月26日付＞

新　　　職 現　　　職 氏　　名

理事
電力機器カンパニー企画部長

加茂　和夫

取締役兼執行役員
半導体機器カンパニー企画部長

執行役員
半導体機器カンパニー企画部長

越野　滋多

取締役兼執行役員
溶接メカトロカンパニー企画部長

顧問 常勤監査役 山口　興平

常勤監査役
執行役員
総合企画室経理部長

河本　憲二

執行役員
溶接メカトロカンパニー企画部長

浦井　直樹

取締役兼執行役員
電力機器カンパニー企画部長

取締役兼執行役員
総合企画室長兼総合企画室経営企画部長

理事
総合企画室経営企画部長

五十嵐 公一
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氏　　　　　名　　　　　　　　田　尻　　哲　也（たじり　てつや）

生　年　月　日　　　　　　　　昭和３０年 １月 ２日生（５４歳）

出　　身　　地　　　　　　　　兵庫県

最　終　学　歴　　　　　　　　昭和５３年３月　関西学院大学 商学部 卒業

略　　　　　歴　　　　　　　　昭和５３年　４月　　当社に入社

　　　　　　　　　　　　　　　平成１１年１０月　　経営企画部長

　　　　　　　　　　　　　　　平成１３年　６月　　執行役員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合企画室経営企画部長

　　　　　　　　　　　　　　　平成１５年　６月　　総合企画室長（現任）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兼総合企画室経営企画部長

　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年　６月　　取締役兼常務執行役員（現任）

新任代表取締役社長の略歴
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■新任取締役候補及び新任監査役候補略歴

 １．新任取締役候補略歴

浦井　直樹（うらい　なおき） 昭和28年 8月 7日生

　最終学歴：昭和53年 3月　　福井大学大学院 応用物理学科 修了

　主な職歴：昭和53年 4月　　当社に入社

　　　　　　平成 6年 4月　　レーザ機器室長

　　　　　　平成12年 2月　　DAIHEN,Inc.(米国)社長

　　　　　　平成15年 6月　　溶接メカトロカンパニー企画部長（現任）

　　　　　　平成17年 6月　　執行役員（現任）

越野　滋多（こしの　しげかず） 昭和34年 3月 3日生

　最終学歴：昭和57年 3月　　滋賀大学 経済学部 卒業

　主な職歴：昭和57年 4月　　当社に入社

　　　　　　平成14年10月　　ダイヘン溶接メカトロシステム株式会社 企画管理部長

　　　　　　平成16年 6月　　総合企画室経理部長

　　　　　　平成17年 3月　　半導体機器カンパニー企画部長（現任）

　　　　　　平成17年 6月　　執行役員（現任）

加茂　和夫（かも　かずお） 昭和33年10月19日生

　最終学歴：昭和56年 3月　　和歌山大学 経済学部 卒業

　主な職歴：昭和56年 4月　　当社に入社

　　　　　　平成13年 6月　　中部支社長

　　　　　　平成17年 6月　　資材部長

　　　　　　平成19年 6月　　電力機器カンパニー企画部長（現任）

五十嵐　公一（いがらし　こういち） 昭和33年10月23日生

　最終学歴：昭和57年 3月　　和歌山大学 経済学部 卒業

　主な職歴：昭和57年 4月　　当社に入社

　　　　　　平成15年 7月　　DAIHEN,Inc.(米国)社長

　　　　　　平成19年 6月　　総合企画室経営企画部長（現任）

 ２．新任監査役候補略歴

河本　憲二（かわもと　けんじ） 昭和26年10月31日生

　最終学歴：昭和49年 3月　　関西大学 経済学部 卒業

　主な職歴：昭和49年 4月　　当社に入社

　　　　　　平成11年 6月　　大形変圧器事業部企画部長

　　　　　　平成13年 6月　　監査室長

　　　　　　平成17年 3月　　総合企画室経理部長（現任）

　　　　　　平成19年 6月　　執行役員（現任）
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取締役及び監査役の体制　＜平成21年6月26日付＞

新　　職 氏　　名 現　　職

代表取締役会長 柳 生 　　勝 （昇任）代表取締役社長

代表取締役社長 田 尻　哲 也 （昇任）
取締役兼常務執行役員
総合企画室長

代表取締役兼副社長執行役員 手 嶋　錬 二 （重任）代表取締役兼副社長執行役員

取締役兼副社長執行役員
電力機器カンパニープレジデント

阿 部　　 健 （昇任）
取締役兼専務執行役員
電力機器カンパニープレジデント

取締役兼副社長執行役員
溶接メカトロカンパニープレジデント

清 原　裕 次 （昇任）
取締役兼専務執行役員
溶接メカトロカンパニープレジデント

取締役兼専務執行役員
半導体機器カンパニープレジデント

森 野　雄 三 （昇任）
取締役兼常務執行役員
半導体機器カンパニープレジデント

取締役兼執行役員
溶接メカトロカンパニー企画部長

浦 井　直 樹 （新任）
執行役員
溶接メカトロカンパニー企画部長

取締役兼執行役員
半導体機器カンパニー企画部長

越 野　滋 多 （新任）
執行役員
半導体機器カンパニー企画部長

取締役兼執行役員
電力機器カンパニー企画部長

加 茂　和 夫 （新任）
理事
電力機器カンパニー企画部長

取締役兼執行役員
総合企画室長兼総合企画室経営企画部長

五十嵐　公一 （新任）
理事
総合企画室経営企画部長

取締役 村 田　謙 二 （重任）取締役

常勤監査役 山 神　　 弘 （留任）常勤監査役

常勤監査役 河 本　憲 二 （新任）
執行役員
総合企画室経理部長

監査役 安 富　　 巌 （留任）監査役

監査役 浦 田　治 男 （留任）監査役

参考資料
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