
ESG情報

役員一覧
代表取締役社長

梶本　一典
1980年 4月 当社入社
2004年 6月  取締役 執行役員  

営業本部長
2005年 6月 取締役 常務執行役員
2008年 6月  代表取締役社長（現任）

代表取締役 専務執行役員

奥岡　克仁
1991年 4月 当社入社
2014年 6月  コンポーネント本部 

副本部長 統括管理部長
2015年 6月  執行役員 

コンポーネント本部長
2016年 6月 取締役 執行役員
2018年 6月 取締役 常務執行役員
2019年 6月  代表取締役  

専務執行役員（現任）
2020年 6月  経営企画部長（現任） 

安全保障輸出管理室長
（現任）

   内部統制監査室長（現任）

取締役 執行役員

湯原　真司
1986年 4月 当社入社
2007年 10月  営業本部 名古屋支店  

名古屋営業部長
2012年 5月 営業本部 大阪支店長
2013年 6月 執行役員
2014年 4月 営業本部 副本部長
2015年 4月 営業本部長（現任）
2018年 6月  取締役 執行役員 

（現任） 

取締役 執行役員　

林田　勝憲
1984年 4月 当社入社
2006年 6月  自動機械事業本部 

製造部長
2009年 5月  自動機械事業本部 

電池技術部長
2011年 4月  購買本部 調達部長
2018年 6月  執行役員  

自動機械事業本部長
2019年 6月  取締役 執行役員（現任）
2020年 6月  コンポーネント本部長 

（現任）

社外取締役

加川　純一
1977年 4月 日本特殊陶業（株）入社
2003年 6月 同社取締役
2007年 6月 同社常務取締役
2009年 6月 同社専務取締役
2011年 6月 同社顧問 技監
2012年 6月 当社取締役（現任）
2014年 7月  日本特殊陶業（株） 

嘱託
2015年 4月  （株）進和技術顧問（現任）

社外取締役

浅井　紀子
1997年 4月  名古屋大学 経済学部 

助手
1999年 3月  名古屋大学 博士 

（経済学）取得
2003年 4月  中京大学 経営学部 

助教授
2007年 4月  中京大学 経営学部 

教授（現任）
2015年 6月  当社取締役（現任）
2020年 6月  イビデン（株） 

社外取締役（現任）

社外取締役

植村　和正
1990年 3月  名古屋大学 博士（医学）

取得
2005年 8月  名古屋大学 

医学部附属総合医学 
教育センター教授

2009年 4月  名古屋大学 総長補佐
2017年 4月  愛知淑徳大学  

健康医療科学部教授 
（現任）

2017年 5月  名古屋大学 名誉教授 
（現任）

2017年 6月  当社取締役（現任）

40 CKDレポート2020



常務監査役

國保　雅文
1983年 4月  当社入社
2005年 10月  営業本部販売企画部長
2008年 10月  台湾喜開理股份有限公司 

董事長 総経理
2012年 9月 経営企画部長
2015年 6月 執行役員
2018年 6月  取締役 執行役員  

安全保障輸出管理室長 
内部統制監査室長

2019年 6月 取締役 常務執行役員
2020年 6月 常勤監査役（現任）

社外監査役

澤泉　武
1974年 4月  （株）住友銀行（現（株） 

三井住友銀行）入行
2002年 6月  同行執行役員 大阪第二 

法人営業本部長
2003年 6月  三井住友カード（株） 

常務取締役
2006年 10月  アルファリート・アドバイ

ザーズ（株） 
代表取締役社長

2008年 6月  SMBCコンサルティング
（株）代表取締役社長

2014年 6月  当社監査役（現任）
2014年 10月   ラオックス（株）顧問 

（現任）

社外監査役

橋本　修三
1987年 ４月  弁護士登録 

小栗法律事務所入所
1992年 ４月  橋本法律事務所開設  

同所所長（現任）
2004年 ４月  名古屋弁護士会 

（現愛知県弁護士会） 
副会長

2020年 6月  当社監査役（現任）

社外監査役

林　公一
1990年 10月  KPMG New York 

事務所入所
1997年 4月 公認会計士登録
2008年 3月  （株）アタックス 

代表取締役（現任）
2010年 6月 当社監査役（現任）
2013年 6月  （株）プラザクリエイト 

本社 社外監査役
2018年 6月  （株）プラザクリエイト 

本社 社外取締役 
（現任）

取締役会の出席状況とスキルマトリックス

氏名 取締役会 
出席状況

スキル
独立性 
（社外） 企画経営 製造・技術 

研究・開発
営業 

マーケティング 財務・会計 法務 コンプライアンス 
ガバナンス 国際経験

取
締
役

梶本　一典 11回／11回 ○ ○ ○ ○ ○

奥岡　克仁 11回／11回 ○ ○ ○

湯原　真司 11回／11回 ○

林田　勝憲  9回／ 9回 ○ ○ ○ ○

加川　純一 11回／11回 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

浅井　紀子 11回／11回 ○ ○ ○ ○

植村　和正 11回／11回 ○ ○ ○ ○

監
査
役

國保　雅文 11回／11回 ○ ○ ○ ○ ○ ○

林　　公一 10回／11回 ○ ○ ○ ○ ○

澤泉　　武 11回／11回 ○ ○ ○ ○ ○

橋本　修三 ̶ ○ ○ ○ ○

＊林田勝憲の出席状況は、2019年6月21日の取締役就任以降のもの。
＊橋本修三は、2020年6月19日に監査役に就任した。
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