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平成25年 3月 26日 

各 位 

 会 社 名 株 式 会 社 ダ イ ヘ ン  

 代 表 者 名 代表取締役社長 田 尻 哲 也 

  コード番号 6622 東証・大証１部および福証 

 問 合 せ 先 取締役兼執行役員 総合企画室長 

    五十嵐 公一 

 （ TEL 06-6390-5502） 

 

組織改正並びに役員等人事について 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり組織改正並びに役員等人事について内定いた

しましたのでお知らせいたします。なお、取締役および監査役の異動は６月２７日開催予定の定時株

主総会において正式に決定されます。 

記 

１．組織改正＜2013年 4月 1日付＞ 

・カンパニー制を廃止し、社長直轄下に８事業部（配電機器、大形変圧器、電機システム、分散電

源システム、溶接機、メカトロ、ＡＰＳ、ＡＣＴ）を置く事業部制に移行する。 

 ・配電機器事業部、大形変圧器事業部、電機システム事業部、分散電源システム事業部を決算発表

のセグメントでもある「電力機器事業」という一つの「括り」として考え、担当役員を置く。同

じく溶接機事業部、メカトロ事業部を「溶接メカトロ事業」、同様にＡＰＳ事業部、ＡＣＴ事業

部を「半導体関連機器事業」という「括り」で、それぞれ同じく担当役員を置く。 

・各事業部（配電機器、大形変圧器、電機システム、分散電源システム、溶接機、メカトロ、ＡＰ

Ｓ、ＡＣＴ）に企画部を新設する。 

・総務・法務室に総務部を新設し、ＩＲ部を総合企画室に移管する。 

・電力機器カンパニー企画部、同生産技術部、同開発企画部を廃止する。 

・電力機器カンパニー北海道営業部、同東北営業部、同東京営業部、同中部営業部、同関西営業部、

同中国営業部、同九州営業部をそれぞれ電力機器北海道営業部、同東北営業部、同東京営業部、

同中部営業部、同関西営業部、同中国営業部、同九州営業部とする。 

・電機システム事業部にＩＨ機器部を新設する。 

・溶接メカトロカンパニー企画部、同営業統括部、同品質保証部、同生産技術部を廃止する。 

・溶接メカトロ海外部を新設する。 

・溶接メカトロカンパニートーチ事業推進室を溶接機事業部に移管し、溶接機事業部トーチ技術部

とする。 

・半導体機器カンパニー企画部を廃止する。 

・半導体機器カンパニー営業部を半導体機器営業部とする。 

・半導体機器カンパニーＡＣＴ事業部第一技術部と同第二技術部を統合し、ＡＣＴ事業部技術部と

する。 

・事業開発推進本部を廃止し、技術開発本部を新設する。 

・技術開発本部に知的財産部を移管するとともに、企画部、スマートグリッド機器開発部、メカト

ロニクス技術開発部、高周波応用技術開発部、通信技術開発部を設置する。 
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２．人事異動 

＜2013年 4月 1日付＞ 

(1)役員等の異動 

新 旧 氏  名 

代表取締役兼副社長執行役員 

総務・法務室、品質・環境部担当 

代表取締役兼副社長執行役員 

社長補佐 

総合企画室、総務・法務室、知的財産部、 

品質・環境部及びコンプライアンス担当 

株式会社ダイヘン厚生事業団社長 

手嶋 錬二 

取締役兼副社長執行役員 

電力機器事業管掌 

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 

取締役兼副社長執行役員 

溶接メカトロ事業管掌 

欧米事業推進担当 

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 

取締役兼副社長執行役員 

国内民需営業担当 

半導体関連機器事業管掌 

ダイヘン溶接メカトロシステム株式会社社長

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 

取締役兼常務執行役員 

溶接メカトロ事業担当 

技術開発本部長 

取締役兼常務執行役員 

溶接メカトロカンパニー企画部長 
浦井 直樹 

取締役兼常務執行役員 

人事部、資材部担当 

総合企画室長 

ダイヘン物流株式会社社長 

取締役兼常務執行役員 

人事部、資材部担当 

半導体機器カンパニー企画部長 

ダイヘン物流株式会社社長 

越野 滋多 

取締役兼常務執行役員 

電力機器事業担当 

取締役兼執行役員 

電力機器カンパニー企画部長 

兼電力機器カンパニー生産技術部長 

加茂 和夫 

取締役兼執行役員 

電力機器事業副担当 

分散電源システム事業部長 

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 

兼事業開発推進本部長 

五十嵐 公一

常勤顧問 ダイヘン溶接メカトロシステム株式会社社長 前田 哲夫 

 

 

(2)執行役員の異動 

新 旧 氏  名 

常務執行役員 

電力機器事業営業推進役(電力会社担当) 

常務執行役員 

電力機器カンパニー付電力営業統括 
岩田 邦雄 

執行役員 

ダイヘン電機システム株式会社社長 

執行役員 

電力機器カンパニー付海外営業統括 

ダイヘン電機システム株式会社社長 

國松  朗 

執行役員 

大阪ヒューズ株式会社顧問 

(2013年 6月 25日 同社専務取締役就任予定)

執行役員 

電力機器カンパニー分散電源システム事業部長 
岸田 耕一 

執行役員 

技術開発本部知的財産部長 

執行役員 

知的財産部長 
杉村 邦彦 

執行役員 

技術開発本部副本部長 

執行役員 

電力機器カンパニー配電機器事業部長 
金守 泰徳 
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新 旧 氏  名 

執行役員 

ダイヘン溶接メカトロシステム株式会社専務

取締役 

執行役員 

溶接メカトロカンパニーメカトロ事業部長 
益城 浩司 

執行役員 

総務・法務室長 

株式会社ダイキ社長 

株式会社ダイヘン厚生事業団社長 

執行役員 

総務・法務室長 

株式会社ダイキ社長 

近藤 芳郎 

執行役員 

溶接機事業部長 

兼溶接機事業部企画部長 

執行役員 

溶接メカトロカンパニー溶接機事業部長 

兼溶接メカトロカンパニー溶接機事業部 

品質管理部長 

森本 慶樹 

執行役員 

メカトロ事業部長 

執行役員 

溶接メカトロカンパニー付営業統括 

ダイヘン溶接メカトロシステム株式会社 

常務取締役 

古都  肇 

執行役員 

半導体関連機器事業担当 

技術開発本部副本部長 

執行役員 

半導体機器カンパニーＡＰＳ事業部長 
蓑毛 正一郎

執行役員 

ダイヘンスタッド株式会社副社長 

理事 

OTC DAIHEN ASIA Co.,Ltd.社長 
内田 雅信 

執行役員 

配電機器事業部長 

理事 

電力機器カンパニー大形変圧器事業部長 
和田 信吾 

執行役員 

電機システム事業部長 

理事 

電力機器カンパニー電機システム事業部長 
山野 一郎 

執行役員 

ダイヘンＯＴＣ機電(北京)有限会社総経理 

理事 

牡丹江ＯＴＣ溶接機有限会社総経理 
高瀬 圭一 

執行役員 

人事部長 

ダイヘンビジネスサービス株式会社社長 

人事部長 

ダイヘンビジネスサービス株式会社社長 
金子 健太郎

 

(3)理事、参与の異動 

新 旧 氏  名 

理事 

資材部長 
ダイヘンＯＴＣ機電(北京)有限会社総経理 大西 康弘 

理事 

大形変圧器事業部長 

理事 

株式会社南電器製作所社長 
船田 宏平 

理事 

分散電源システム事業部副事業部長 

電力機器カンパニー分散電源システム事業部 

副事業部長 
奥田 浩司 

理事 

北海道支社長 

兼電力機器北海道営業部長 

嘱託理事 

北海道支社長 

兼電力機器カンパニー北海道営業部長 

滝川 敏明 

理事 

電力機器東京営業部長 
電力機器カンパニー東京営業部長 中野 雅章 

理事 

電力機器関西営業部長 
電力機器カンパニー関西営業部長 荒井 敏行 
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新 旧 氏  名 

理事 

溶接メカトロ事業生産統括 

理事 

溶接メカトロカンパニー付生産技術統括 

兼溶接メカトロカンパニー生産技術部長 

射場 達也 

理事 

溶接機事業部副事業部長 

兼溶接機事業部第一技術部長 

溶接メカトロカンパニー溶接機事業部 

第二技術部長 
上山 智之 

理事 

溶接メカトロ事業営業推進役(海外担当) 

溶接メカトロ海外部長 

理事 

溶接メカトロカンパニー営業統括部長 
川原 史好 

理事 

ＡＰＳ事業部長 

理事 

DAIHEN Advanced Component,Inc.社長 
吉迫 裕司 

理事 

ＡＣＴ事業部長 

兼ＡＣＴ事業部企画部長 

兼ＡＣＴ事業部品質管理部長 

理事 

半導体機器カンパニーＡＣＴ事業部長 

兼半導体機器カンパニーＡＣＴ事業部品質管理

部長 

西森 康博 

嘱託理事 

技術開発本部スマートグリッド機器開発部長

嘱託理事 

電力機器カンパニー開発企画部長 
宮里 健司 

参与 

総合企画室経営企画部長 
資材部長 東海 一郎 

参与 

総合企画室経理部長 
総合企画室経理部長 小澤 茂夫 

参与 

総合企画室情報システム部付 

理事 

総合企画室付 
熊内 孝志 

参与 

大形変圧器事業部付 

理事 

電力機器カンパニー付 
田中 章太郎

参与 

大形変圧器事業部副事業部長 

兼大形変圧器事業部技術部長 

電力機器カンパニー大形変圧器事業部 

副事業部長 

兼電力機器カンパニー大形変圧器事業部 

技術部長 

藤冨 康彦 

参与 

ＡＰＳ事業部副事業部長 

兼ＡＰＳ事業部企画部長 

半導体機器カンパニー企画部長代理 石井  晶 

参与 

技術開発本部メカトロニクス技術開発部長 

半導体機器カンパニーＡＣＴ事業部 

第二技術部長 
坪田 龍介 

参与 

OTC DAIHEN EUROPE GmbH社長 
OTC DAIHEN EUROPE GmbH社長 高橋 圭太郎

 

(4)部長職以上の異動 

新 旧 氏  名 

総合企画室ＩＲ部長 

兼総務・法務室付 
総務・法務室ＩＲ部長 森岡 正名 

総務・法務室総務部長 人事部グループ長 菅谷  亘 

配電機器事業部企画部長 電力機器カンパニー企画部グループ長 西川 英輝 
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新 旧 氏  名 

配電機器事業部技術部長 
電力機器カンパニー配電機器事業部 

製造部長 
高井 博史 

配電機器事業部製造部長 
電力機器カンパニー配電機器事業部製造部 

グループ長 
大島  寛 

配電機器事業部千歳工場長 

ダイホク工業株式会社社長 

電力機器カンパニー大形変圧器事業部 

製造部長 
兵頭 博之 

大形変圧器事業部企画部長 総合企画室経営企画部グループ長 奥村 尚也 

大形変圧器事業部製造部長 電力機器カンパニー大形変圧器事業部技術部付 山野 貢嗣 

電機システム事業部企画部長 ダイヘン電機システム株式会社出向 上田 太朗 

電機システム事業部ＩＨ機器部長 事業開発推進本部グループ長 梅村 健作 

分散電源システム事業部企画部長 
電力機器カンパニー配電機器事業部 

技術部長 
三宅 修治 

溶接機事業部企画部長代理 溶接メカトロカンパニー生産技術部付 高橋 憲人 

溶接機事業部第二技術部長 
溶接メカトロカンパニー溶接機事業部 

第二技術部グループ長 
恵良 哲生 

溶接機事業部トーチ技術部長 溶接メカトロカンパニートーチ事業推進室長 西村  大 

溶接機事業部品質管理部長 
溶接メカトロカンパニーメカトロ事業部 

製造部長 
重富 隆宏 

メカトロ事業部企画部長 ＯＴＣ機電(上海)有限会社総経理 中津  淳 

メカトロ事業部製造部長 
溶接メカトロカンパニーメカトロ事業部 

品質管理部長 
白濱 和人 

メカトロ事業部品質管理部長 溶接メカトロカンパニー品質保証部長 水田 泰弘 

ＡＣＴ事業部企画部長代理 
半導体機器カンパニーＡＣＴ事業部 

第一技術部グループ長 
福間 邦夫 

ＡＣＴ事業部技術部長 
半導体機器カンパニーＡＣＴ事業部 

第一技術部長 
神谷 真司 

半導体機器営業部長 半導体機器カンパニー営業部グループ長 井口 雅勝 

技術開発本部企画部長 

兼技術開発本部通信技術開発部長 
事業開発推進本部グループ長 田中 良平 

技術開発本部高周波応用技術開発部長 半導体機器カンパニーＡＰＳ事業部技術部付 鶴田 義範 

株式会社南電器製作所社長 
電力機器カンパニー配電機器事業部千歳工場長 

ダイホク工業株式会社社長 
嶋本 正夫 
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新 旧 氏  名 

牡丹江ＯＴＣ溶接機有限会社総経理 溶接メカトロカンパニー営業統括部グループ長 吉田 尚史 

OTC DAIHEN ASIA Co.,Ltd.社長 
溶接メカトロカンパニー溶接機事業部 

第一技術部長 
山口 耕作 

ＯＴＣ機電（上海）有限会社総経理 ＯＴＣ機電（上海）有限会社董事 東野 明俊 

DAIHEN Advanced Component,Inc.社長 半導体機器カンパニー企画部付 菅根 正之 

ダイヘン韓国株式会社理事 半導体機器カンパニー営業部長 小森 岩男 

 

＜2013年 6月 27日付＞ 

(1)役員等の異動 

新 旧 氏  名 

特別顧問 
代表取締役兼副社長執行役員 

総務・法務室、品質・環境部担当 
手嶋 錬二 

常勤監査役 
取締役兼副社長執行役員 

電力機器事業管掌 
阿部  健 

常勤顧問 

欧米事業推進担当 

OTC DAIHEN EUROPE GmbH会長 

取締役兼副社長執行役員 

溶接メカトロ事業管掌 

欧米事業推進担当 

清原 裕次 

取締役兼執行役員 

品質・環境部担当 

総務・法務室長 

株式会社ダイキ社長 

株式会社ダイヘン厚生事業団社長 

執行役員 

総務・法務室長 

株式会社ダイキ社長 

株式会社ダイヘン厚生事業団社長 

近藤 芳郎 

取締役兼執行役員 

半導体関連機器事業担当 

技術開発本部副本部長 

執行役員 

半導体関連機器事業担当 

技術開発本部副本部長 

蓑毛 正一郎

常勤監査役 常勤顧問 前田 哲夫 

退任 常勤監査役 山神  弘 

ダイヘン電機システム株式会社 

常勤顧問 
常勤監査役 河本 憲二 

 

以  上  


