
 

平成22年 5月 12日 

各  位 

会 社 名 大平洋金属株式会社      

代 表 者 代表取締役社長 村井 浩介  

(コード番号5541 東証・大証 第１部) 

問合せ先 取締役常務執行役員 庭山 隆夫 

(ＴＥＬ 03-3201-6681)  

 

代表取締役の異動及び役員等の人事異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成22年 5月 12日開催の取締役会において、代表取締役の異動を決議いたしまし

たのでお知らせいたします。また、役員等の人事異動につきましても決議いたしましたので、

併せてお知らせいたします。 

なお、代表取締役の異動及び役員等の人事異動につきましては、平成22年 6月 29日開催予

定の第84回定時株主総会ならびに同総会終了後の取締役会において正式決定する予定です。 

 

記 

1.代表取締役の異動(平成22年 6月 29日付) 

(1)異動の理由 

今後の経営基盤の強化と企業価値向上に向け、経営体制のより一層の充実を図っていく

ため。 

 

(2)新旧代表取締役の氏名及び役職名 

新役職名 氏 名 現役職名 

代表取締役社長 東   洋幸 取締役 常務執行役員 製造本部長 

相談役 村井 浩介 代表取締役社長 

 

(3)新任代表取締役の略歴 

氏名 東 洋幸（あずま ひろゆき） 

生年月日 昭和19年 4月 6日 

略歴 

 

昭和43年 4月 

平成7年 12月 

平成10年 1月 

平成11年 7月 

平成12年 6月 

平成17年 6月 

平成21年 6月 

当社 入社 

当社 八戸製造所 第二製造部長 

当社 八戸製造所 第三製造部長兼務 

当社 製造本部 工務部長 

当社 取締役 製造本部長 

当社 常務取締役 製造本部長 

当社 取締役 常務執行役員 製造本部長 

（現在に至る） 

所有株式数 22,050株（平成22年 3月 31日現在） 
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2.その他の役員の異動 (平成22年 6月 29日付) 

(1)新任取締役候補者  

仙石 立衞（取締役 常務執行役員） 

佐々木 朗（取締役 上席執行役員 製造本部長 兼 製造部長 兼 環境事業部長） 

藤山   環（取締役 上席執行役員 監査室長） 

小出 啓一（取締役 上席執行役員 鉱石部長） 

賀集 悦郎（取締役 上席執行役員 営業部長） 

 

(2)退任予定取締役 

石坂  勉（取締役 副社長執行役員）  

桑原 照雄（取締役 専務執行役員） 

  なお、両氏は退任後、当社顧問に就任予定 

 

(3)新任監査役候補者 

高橋 良規（社外監査役（非常勤）） 

 

(4)退任予定監査役 

依田 健三（社外監査役（非常勤）） 

 

3.執行役員の異動 (平成22年 6月 29日付) 

(1)新任予定執行役員 

菅井 一之（執行役員 経理部長） 

加藤 正貴（執行役員 技術開発室長） 

薬師寺弘昌（執行役員 製造本部 湿式プロジェクト推進部長） 
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4.平成22年 6月 29日以降の役員及び執行役員体制 

 

(1)取締役                        （＊執行役員兼務予定者） 

氏名 新役職名 現役職名 

東  洋幸 代表取締役社長 取締役 常務執行役員 製造本部長 

(㈱大平洋ガスセンター 代表取締

役社長) 

髙木 正弘＊ 取締役 専務執行役員 経理担当 取締役 専務執行役員 経理担当 

庭山 隆夫＊ 取締役 常務執行役員 総務部長 取締役 常務執行役員 総務部長 

(太平洋興産㈱ 代表取締役社長) 

仙石 立衞＊ 取締役 常務執行役員 鉱石担当 上席執行役員 鉱石部長 

佐々木 朗＊ 取締役 上席執行役員 製造本部長

兼 製造部長 兼 環境事業部長 

上席執行役員 製造副本部長 兼 製

造部長 兼 環境事業部長 

(㈱大平洋エネルギーセンター 代

表取締役社長) 

藤山   環＊ 取締役 上席執行役員 監査室長 上席執行役員 監査室長 

小出 啓一＊ 取締役 上席執行役員 鉱石部長 執行役員 鉱石部専任部長 

賀集 悦郎＊ 取締役 上席執行役員 営業部長 執行役員 営業部長 

小野 直温 社外取締役(非常勤) 

(独立役員) 

社外取締役(非常勤) 

(独立役員) 

 

(2)監査役 

氏名 役職名 

達中 輝一 常任監査役(常勤) 

水谷 康志 社外監査役(非常勤) 

渡邉 睦身 社外監査役(非常勤) 

高橋 良規 社外監査役(非常勤) 

 

(3)執行役員 

氏名 新役職名 現役職名 

武田 正仁 上席執行役員 安全衛生管理室長 

兼 環境管理室長 

上席執行役員 安全衛生管理室長 

兼 環境管理室長 

畠山 哲雄 上席執行役員 業務部長 執行役員 業務部長 

菅井 一之 執行役員 経理部長 経理部長 

加藤 正貴 執行役員 技術開発室長 技術開発室長 

薬師寺弘昌 執行役員 製造本部 湿式プロジェ

クト推進部長 

製造本部 湿式プロジェクト推進部

長 

    

 

 以 上 
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