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統合新会社「株式会社ＵＡＣＪ」の役員について 

 

 

本日開催の古河スカイ株式会社および住友軽金属工業株式会社の取締役会において、平成

25年 10月１日発足予定の統合会社「株式会社ＵＡＣＪ」の取締役、監査役および執行役員に

ついて、下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。 

なお当役員体制は、平成 25 年６月下旬開催予定の古河スカイ株式会社および住友軽金属

工業株式会社の定時株主総会における両社の経営統合の承認、ならびに古河スカイ株式会社

の定時株主総会における本統合会社の取締役および監査役の各選任議案の承認を条件とい

たします。 

また「代表取締役の選任」、「役付取締役の選任」ならびに「取締役等の委嘱・担当業務」

等につきましては、本統合会社にて最初に開催される取締役会において正式に決定されます。 

 

 

 

 

 

 



記 

 

１.「株式会社ＵＡＣＪ」発足時（平成 25年 10月１日予定）の取締役体制 

 

【氏名】    【役職】        【委嘱・担当業務】 

 

 山内 重德   代表取締役会長     ＣＥＯ 

 （現 住友軽金属工業株式会社 代表取締役社長） 

 

 岡田 満    代表取締役社長     ＣＥＯ 

 （現 古河スカイ株式会社 代表取締役社長） 

 

 伊東 修二郎  取締役兼専務執行役員  営業本部長委嘱 

 （現 住友軽金属工業株式会社 取締役専務執行役員） 

 

白石 重和   取締役兼専務執行役員  統合推進部、システム部、物流部、人事部、

人材開発部担当 

 （現 住友軽金属工業株式会社 取締役専務執行役員） 

 

楠本 昭彦   取締役兼専務執行役員  総務部、安全環境部、購買部担当  

人事部、人材開発部につき白石取締役に協力 

 （現 古河スカイ株式会社 専務取締役） 

 

三村 重長   取締役兼常務執行役員  経営企画部担当 

 （現 住友軽金属工業株式会社 取締役常務執行役員） 

 

 荘司 啓三   取締役兼常務執行役員  押出事業担当 

 （現 住友軽金属工業株式会社 取締役（非常勤）常務執行役員） 

 

 中野 隆喜   取締役兼常務執行役員  海外事業戦略部、広報 IR部、鋳鍛事業、 

加工品事業担当 

 （現 古河スカイ株式会社 常務取締役） 

 

 田中 清    取締役兼常務執行役員  営業本部副本部長委嘱 

 （現 古河スカイ株式会社 取締役） 

 



 土屋 博範   取締役兼常務執行役員  生産本部長委嘱 

 （現 古河スカイ株式会社 取締役） 

 

 鈴木 俊夫   取締役（社外、非常勤） 

 （現 東京大学 名誉教授） 

 

 

２. 「株式会社ＵＡＣＪ」発足時（平成 25年 10月１日予定）の監査役体制 

 

【氏名】    【役職】 

 

 阿部 和史   常勤監査役 

 （現 住友軽金属工業株式会社 常務執行役員） 

 

 石原 宣宏   常勤監査役 

 （現 古河スカイ株式会社 常勤監査役） 

 

 浅野 明    監査役（社外、非常勤） 

 （現 住友軽金属工業株式会社 監査役（社外、非常勤）） 

 

 佐藤 哲哉   監査役（社外、非常勤） 

 （現 古河電気工業株式会社 取締役兼執行役員常務） 

 

 大前 浩三   監査役（社外、非常勤） 

 （現 新日鐵住金株式会社 経営企画部部長） 

 

 曽根 貴史   監査役（社外、非常勤） 

（現 住友商事株式会社 顧問、住友軽金属工業株式会社 監査役（社外、非常勤）） 

 

 

３. 「株式会社ＵＡＣＪ」発足時（平成 25年 10月１日予定）の執行役員体制 

 

【氏名】    【役職】        【委嘱・担当業務】 

 

長谷川 久   常務執行役員      経理財務部担当 輸出管理室長委嘱 

（現 古河スカイ株式会社 常務取締役） 



 

 渋江 和久   常務執行役員      研究部門担当 

 （現 住友軽金属工業株式会社 執行役員） 

 

 松浦 達郎   執行役員        生産本部副本部長委嘱 

 （現 住友軽金属工業株式会社 執行役員） 

 

 清水 洋二   執行役員        営業本部国内営業担当 

 （現 住友軽金属工業株式会社 執行役員） 

 

 福井 裕之   執行役員        技術企画管理部、設備部担当 

安全環境部につき楠本取締役を補佐 

（現 古河スカイ株式会社 取締役） 

 

 新堀 勝康   執行役員        統合推進部、システム部、 

物流部につき白石取締役を補佐 

（現 古河スカイ株式会社 取締役） 

 

 種岡 瑞穂   執行役員        営業本部海外営業担当 

 （現 住友軽金属工業株式会社 執行役員） 

 

 石原 美幸   執行役員        生産本部名古屋製造所長委嘱 

 （現 住友軽金属工業株式会社 執行役員） 

 

 山口 明則   執行役員        FURUKAWA-SKY ALUMINUM (THAILAND) CO., LTD.

社長 

（現 古河スカイ株式会社 製板事業部福井工場長） 

 

 阿部 禎一   執行役員        FURUKAWA-SKY ALUMINUM (THAILAND) CO., LTD.

副社長 

 （現 住友軽金属工業株式会社 執行役員） 

 

 川島 輝夫   執行役員        海外事業戦略部、広報 IR部、鋳鍛事業、 

加工品事業につき中野取締役を補佐 

 （現 住友軽金属工業株式会社 執行役員） 

 



 田口 正高   執行役員        生産本部深谷製造所長委嘱 

（現 古河スカイ株式会社 製板事業部深谷工場長） 


