２０１４年３月２８日
各位
会社名

旭テック株式会社
（静岡県菊川市東横地３３１１の１）

代表者名

代表取締役社長

丹治 宏彰

問合せ先

総務人事部長

安藤 研一

（TEL 0537-36-3115）
１）２０１４年４月１日付けで、次の通り組織変更を行います。
鉄第一事業本部
・企画経理部を企画管理部と名称変更し、その下に企画経理Ｇ（現・企画経理Ｇと原価企画Ｇを統合）と購
買物流Ｇ（現・購買物流室）を置く。
・豊川工場の鋳造技術課と設備技術課を再編して新たに生産技術部とし、その下に製品設計Ｇ、製造技術Ｇ、
設備技術Ｇを置く。
・中国事業準備室は解散し、国内で必要な機能は企画管理部と生産技術部が引き継ぐ。
軽合金事業本部
・軽合金事業本部を廃止する。
・ホイール事業部に企画部を新設する。
・ホイール事業部、アルミ事業部にそれぞれ品質保証部と管理部を新設する。
・ホイール事業部に設計技術センターを新設し、下に設計部と技術部を統合した設計技術部を置く。
・アルミ事業部横地工場製造課を鋳造課と加工組立課に分割する。
本社部門
・TQM 推進室を廃止する。
・グローバル業務本部に、グローバル業革推進部および QC 推進グループを新設し、QC 推進グループの下に
ISO/TS 事務局を置く。
２）２０１４年４月１日付けで、次の通り人事異動を行います。
※下線部は４月１日臨時株主総会、取締役会にて承認予定。
（１）役員の異動
氏

名

小田 順理

（新）

（旧）

代表取締役 専務執行役員

-

最高財務責任者
財務経理部及びグローバル業務本部所管
神麻 靖久

常務執行役員

執行役員

ホイール事業部長 兼 ATA 代表取締役社長

軽合金事業本部長

アルミ事業部、豊栄工業所管

兼 ATA 代表取締役社長

ラオス・プロジェクト担当 [ATA 駐在]

ラオス・プロジェクト担当 [タイ駐在]

氏

名

廣瀬 信夫

（新）

（旧）

執行役員

執行役員

ホイール事業部中国事業担当

軽合金事業本部 ホイール事業部長

兼 ＡＲＤ総経理 兼 ＷＡＡ、ＤＡＡ副総経理
[WAA 駐在]
山﨑 浩史

執行役員

執行役員

鉄第一事業本部 豊川工場長

鉄第一事業本部 豊川工場長

兼 生産技術部担当
山田 邦博

執行役員

理事

アルミ事業部長 兼 設計技術センター長

軽合金事業本部 アルミ事業部長

兼 設計技術部長（タイ） [ATA 駐在]

兼 設計技術センター長
兼 設計技術部長（タイ） [タイ駐在]

（２）部長級の異動
氏

名

石野 元彦

（新）

（旧）

理事 鉄第一事業本部 企画管理部担当

理事 鉄第一事業本部 本部長補佐

兼 品質保証部担当
村上 直久

理事 ＤＡＭ副総経理 [中国駐在]

理事 鉄第一事業本部 営業部長

上倉 功

鉄第一事業本部 企画管理部長

鉄第一事業本部 企画経理部長

大塚 隆志

鉄第一事業本部 営業部長

鉄第一事業本部 営業部担当部長

吉野 文吾

鉄第一事業本部 営業部担当部長

鉄第一事業本部 東京営業所長

石川 義信

鉄第一事業本部 生産技術部長

鉄第一事業本部 豊川工場副工場長

小長谷 和寿

鉄第一事業本部 豊川工場担当部長

鉄第一事業本部 豊川工場工場長付

青山 英樹

ホイール事業部 企画部長

軽合金事業本部 ホイール事業部
営業統括部長 兼 営業部長(日本)

大瀧 哲也

ホイール事業部 管理センター長

軽合金事業本部 管理センター長

兼 管理部長（タイ）

兼 管理部長（タイ） ［タイ駐在］

兼 アルミ事業部管理センター長
兼 管理部長（タイ） ［ATA 駐在］
鈴木 宏
花村 裕久

ホイール事業部 管理センター 管理部長 (日本)

軽合金事業本部 管理センター

兼 アルミ事業部 管理センター 管理部長（日本）

管理部長（日本）

ホイール事業部 営業統括部長

軽合金事業本部 アルミ事業部

兼 営業部長（日本）

営業統括部 営業部長（日本）

兼 アルミ事業部 営業統括部 営業部長（日本）
青木 達也

ホイール事業部 設計技術センター長

軽合金事業本部 ホイール事業部

兼 設計技術部長（タイ）［ATA 駐在］

技術センター長
兼 技術部長（タイ）［タイ駐在］

中島 範之

ホイール事業部 設計技術センター

軽合金事業本部 ホイール事業部

設計技術部長（日本）

技術センター 技術部長（中国）
［中国駐在］

氏

名

酒井 崇之
海野 浩一

（新）

（旧）

ホイール事業部 設計技術センター

軽合金事業本部 ホイール事業部

設計技術部長（中国） ［ARD 駐在］

技術センター 技術部長（日本）

ホイール事業部 品質保証部長

軽合金事業本部 ホイール事業部
設計部長

佐野 和己
神谷 明

ホイール事業部 バンパコン工場長

軽合金事業本部 ホイール事業部

[ATA 駐在]

バンパコン工場長 [タイ駐在]

理事 アルミ事業部長付

理事 軽合金事業本部
ホイール事業部 中国事業統括
兼 ＡＲＤ総経理
兼 ＷＡＡ、ＤＡＡ副総経理
[中国駐在]

勝山 勝司

アルミ事業部 営業統括部長

軽合金事業本部 アルミ事業部

兼 営業部長（タイ）

営業統括部長

兼 ホイール事業部 営業統括部

兼 営業部長（タイ）

営業部長（タイ） ［ATA 駐在］

兼 ホイール事業部 営業統括部
営業部長（タイ） ［タイ駐在］

藤野 正俊

アルミ事業部 品質保証部長

軽合金事業本部 品質保証部長

曽根 信雄

アルミ事業部 横地工場長

軽合金事業本部 アルミ事業部

兼 設計技術センター 設計技術部長（日本）

横地工場長
兼 設計技術センター
設計技術部長（日本）

栗田 幸文

アルミ事業部 バンパコン工場長 ［ATA 駐在］

軽合金事業本部 アルミ事業部
バンパコン工場長 ［タイ駐在］

小谷 晃司

アルミ事業部 バンボー工場長 ［ATA 駐在］

軽合金事業本部 アルミ事業部
バンボー工場長 ［タイ駐在］

小田 重章

アルミ事業部

軽合金事業本部 アルミ事業部

ラオス・プロジェクト準備室長 ［ATA 駐在］

ラオス・プロジェクト準備室長
［タイ駐在］

安東 恭二

グローバル業務本部 グローバル業革推進部長

グローバル業務本部
グローバルＩＴ推進部担当部長
以上

