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（TEL 0537-36-3115） 
 
１）２０１６年４月１日付けで、次の通り組織変更を行います。 

 
I. ホイールカンパニー 

① 業務本部および GD 製品部を新設する 
• 業務本部の下に、業務統括部、購買物流グループを置く 
• GD 製品部の下に、タイ GD 工場を置く。 
② 営業本部の下に、営業部（US）、需給管理グループ、企画グループを設置する。 
③ ホイールカンパニーの下にテクノロジーセンターを設置する 
④ 企画管理本部品質保証部の下に試験評価グループを置く 

II. アルミカンパニー 
① ACT に経営管理本部、営業本部、製造本部を新設する。 
• 製造本部の下に、製造部、技術部、製造管理部、品証部を置く。 
I. ACJ に管理部を新設し、下に製造技術グループ、設計品質グループを置く。 

III. 本社 
• グローバル業務本部の人事部以外の機能を、ホイールカンパニー業務本部に移管する。 

IV. AAK 
• 製造課を鋳造課、機械加工課、技術課に分割する。 

 
 

２）２０１６年４月１日付けで、次の通り人事異動を行います。 
○役員人事 

氏名 《新》 《旧》 

廣瀬 信夫 執行役員 
アルミカンパニープレジデント 
兼 ACT プレジデント 
兼 ACJ プレジデント 
兼 ATA 代表取締役社長 

執行役員 
ホイールカンパニー 製造本部長 
兼 ARD 総経理 
兼 WAA 副総経理 
兼 DAA 副総経理 

 
（退任役員）２０１６年３月３１日付 
  山田 邦博（執行役員 アルミカンパニープレジデント 兼 ACT プレジデント 兼 ACJ プレジデント 兼 ATA 取締役副社長） 
  



○幹部職 

氏名 《新》 《旧》 

野崎 勝 
ホイールカンパニー 企画管理本部 
品質保証部長 

テクノロジーセンター WL ユニット  
設備技術担当部長 

安藤 研一 

理事 
ホイールカンパニー 業務本部長  
兼 人事部長 
兼 Asahi Tec North America 会長 

理事 
グローバル業務本部長 
兼 人事部長 

山下 晋 ホイールカンパニー 業務本部 業務統括部長 
グローバル業務本部 
IT・シェアドサービス統括部長 

花村 裕久 

理事 
ホイールカンパニー アルミ製品部長 
兼 営業本部副本部長 
兼 アルミカンパニー ACT 営業本部長 
兼 豊栄工業 社長 

理事 
ホイールカンパニー アルミ製品部長 
兼 営業本部 副本部長 
兼 アルミカンパニー ACT 営業部長 
兼 豊栄工業社長 

伊久美 直弘 
ホイールカンパニー 営業本部 
営業部長（日本・中国） 

ホイールカンパニー 営業本部 
営業部長（日本） 

James Hudak 
ホイールカンパニー 営業本部 
営業部長（US） 
兼 Asahi Tec North America 社長  

 

青木 達也 
理事 
ホイールカンパニー 製造本部長 
兼 タイ WL 工場長 

理事 
ホイールカンパニー 製造本部 副本部長 
兼 ATA（WL）工場長 

海野 浩一 

ホイールカンパニー 製造本部  
中国 WL 製造部（WAA) 
兼 ARD 総経理 兼 WAA 副総経理 
兼 DAA 副総経理 

ホイールカンパニー 企画管理本部 
品質保証部長 

小田 重章 
理事 
ホイールカンパニー GD 製品部長 
兼 タイ GD 工場長 

理事 
ホイールカンパニー 製造本部 
ATA（GD）工場長 

中島 範之 
ホイールカンパニー 
テクノロジーセンター 副センター長 

テクノロジーセンター WL ユニット長 
兼 WL 設計部長 

青栁 岳 

理事 
アルミカンパニー ACT バイスプレジデント 
兼 企画管理本部長 
兼 ATA 取締役 副社長 

理事 
アルミカンパニー ACT バイスプレジデント 

小谷 晃司 
アルミカンパニー ACT 製造本部長 
兼 製造部長 兼 技術部長 

アルミカンパニー ACT BB 工場技術部長 

藤野 正俊 
アルミカンパニー ACT 製造本部 
品質保証部長 

アルミカンパニー ACT BB 工場製造部長 

  



氏名 《新》 《旧》 

酒井 崇之 
アルミカンパニー ACT 製造本部 
製造管理部長 
兼 ACJ 管理部長 

ホイールカンパニー 製造本部 
生産技術担当部長 
兼 ARD 設計技術部長 

木村 聡仁 
経営戦略室 部長（法務担当） 
兼 ATA リーガルカウンシル 

経営戦略室 部長（法務担当） 

寺澤 良雄 財務経理部 部長（決算）  

 


