
平成 23 年４月 28 日 

 

各  位 

日本軽金属株式会社 

 

 

取締役および監査役の異動に関するお知らせ 

 

当社は平成 23 年４月 28 日開催の取締役会において、取締役および監査役の人事に関し、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。なお、これらにつきましては平成 23 年６

月 29 日開催予定の定時株主総会に付議する予定です。 

 

記 

 

平成 23 年６月 29 日付 

 

１．新任取締役候補 

【発令新職】 【現職（平成 23 年４月 28 日現在）】 【氏名】 

取締役 
常務執行役員 軽圧加工事業統括部長、 

パネル事業管掌、景観製品部管掌 
井上  厚 

取締役 
東洋アルミニウム株式会社 

取締役専務執行役員 箔事業本部長 
山本  博 

取締役 
常務執行役員 人事部管掌、総務部管掌、 

広報・ＩＲ室管掌、安全担当 
上野 晃嗣 

 

２．新任監査役候補 

【発令新職】 【現職（平成 23 年４月 28 日現在）】 【氏名】 

常勤監査役 
執行役員 グループ営業促進担当、 

大阪支社長、名古屋支社長 
朝日  格 

 

３．退任予定取締役 

 【現職（平成 23 年４月 28 日現在）】 【氏名】 

取締役を退任 東洋アルミニウム株式会社 代表取締役社長 今須 聖雄 

取締役を退任 日本フルハーフ株式会社 代表取締役社長 比企 能信 

 

４．退任予定監査役 

 【現職（平成 23 年４月 28 日現在）】 【氏名】 

常勤監査役を退任 常勤監査役 浜辺 順彦 

 

以 上 

 

リリースに関するお問い合わせ 日本軽金属株式会社 広報・IR 室 TEL：03-5461-9333 



－ ご参考 － 

 

新任取締役候補の略歴 

 

井上  厚 （いのうえ あつし 昭和 23 年４月２日生 63 歳） 

昭和 47 年 ３月 東北大学 工学部金属工学科 卒業 

昭和 47 年 ４月 東北大学 選鉱精錬研究所 助手 

昭和 50 年 １月 日本軽金属株式会社 入社 

平成 ５年 ８月 当社 蒲原押出工場製造課長・次長 

平成 11 年 ５月 当社 軽圧技術開発部粉末横串リーダー 

平成 14 年 ８月 当社 蒲原押出工場長 

平成 14 年 10 月 日軽蒲原株式会社 押出部工場長 

平成 15 年 12 月 日軽金アクト株式会社 代表取締役社長 

平成 20 年 ６月 
当社 常務執行役員 軽圧加工事業統括部長(現任)、 

パネル事業管掌（現任）、景観製品部管掌（現任） 

平成 23 年 ３月 日軽金加工開発ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 代表取締役社長(現任） 

 

 

山本  博 （やまもと ひろし 昭和 25 年５月 16 日生 60 歳） 

昭和 48 年 ３月 大阪大学 工学部冶金学科 卒業 

昭和 48 年 ４月 東洋アルミニウム株式会社 入社 

平成 17 年 ６月 東洋アルミニウム株式会社 取締役 箔事業部八尾製造所長 

平成 20 年 ６月 
同社 取締役常務執行役員  

箔事業本部副部長 兼 素材箔事業部長 

平成 21 年 ４月 
同社 取締役常務執行役員  

箔事業本部長 兼 事業戦略室長 

平成 22 年 ６月 同社 取締役専務執行役員 箔事業本部長（現任） 

平成 23 年 ６月 同社 代表取締役社長 就任予定 

 

 

 

 

 

 

 

 



上野 晃嗣 （うえの こうじ 昭和 27 年 10 月 17 日生 58 歳） 

昭和 50 年 ３月 慶応義塾大学 経済学部 卒業 

昭和 50 年 ４月 日本軽金属株式会社 入社 

平成 ９年 ３月 
ｱﾏﾙｶﾞﾒｲﾃｯﾄﾞ･ｱﾙﾐﾆｳﾑ･ｱﾝﾄﾞ･ｱﾛｲｽﾞ･ｽﾝﾄﾞﾘｱﾝ･ﾍﾞﾙﾊｯﾄﾞ 

（ﾏﾚｰｼｱ法人）取締役社長 

平成 13 年 10 月 当社 素形材事業部長 

平成 14 年 ６月 松尾工業㈱（現 日軽松尾㈱）代表取締役社長兼務 

平成 15 年 ６月 当社 執行役員 

平成 19 年 ６月 当社 常務執行役員（現任） 

平成 20 年 ６月 
当社 人事部管掌（現任）、総務部管掌（現任）、 

広報・ＩＲ室管掌（現任）、安全担当（現任） 

平成 23 年 ６月 日本フルハーフ株式会社 代表取締役社長 就任予定 

 

 

 

新任監査役候補の略歴 

 

朝日  格 （あさひ ただし 昭和 26 年２月 28 日生 60 歳） 

昭和 50 年 ３月 京都大学大学院 冶金学専攻修士課程修了 

昭和 50 年 ４月 日本軽金属株式会社 入社 

昭和 57 年 ５月 アルキャン・アルミニウム・コーポレーション 出向 

昭和 63 年 ４月 日本軽金属株式会社 名古屋工場熱延課長 

平成 元年 10 月 当社 名古屋工場製板課長 

平成 ８年 ２月 当社 名古屋工場鋳造課長 

平成 10 年 11 月 当社 板事業部営業第二部長 

平成 18 年 10 月 当社 執行役員 板事業部長 

平成 21 年 ４月 当社 グループ営業促進担当（現任） 

平成 21 年 ５月 当社 執行役員 大阪支社長（現任）、名古屋支社長(現任) 

 

 

 

 

以 上 

 


