報道機関 各位
2019 年 5 月 9 日
ダイキン工業株式会社 コーポレートコミュニケーション室
【本 社】 大阪市北区中崎西 2-4-12 梅田センタービル
TEL (06)6373-4348
【東京支社】 東京都港区港南 2-18-1 JR 品川イーストビル
TEL (03)6716-0112

役員人事について
当社は、下記のとおり役員人事の異動(一部内定)を行いますので、お知らせいたします。
監査役候補については、6 月 27 日開催予定の定時株主総会の決議を受けて、正式に決定
いたします。
記
１．監査役の退任 (6 月 27 日付)

福永

健治

【現】

【新】
【退任】社友就任

【現】

【新】

監査役(常勤)

２．新任監査役候補 (6 月 27 日付)
※下線太字が変更

多森

久夫

専任役員
監査役(常勤)
〔委嘱事項〕経理財務本部 経理グループ長、
ダイキンアカウンティングソリューションズ㈱
取締役社長

３．監査役の再任候補 (6 月 27 日付)
【現】
植松

弘成

【新】

監査役(常勤)

同左【再任】

４．補欠監査役候補 (6 月 27 日付)
【現】
小野

一郎

【新】

補欠監査役
【肥後橋法律事務所 弁護士】

同左
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５．執行役員の昇進 (6 月 27 日付)
※下線太字が変更

【現】

松崎

隆

峯野

義博

【新】
専務執行役員
副社長執行役員【昇進】
[担当］アプライド・ソリューション事業、 [担当］アプライド・ソリューション事業、
北米Ｒ＆Ｄ､アプライド開発センター、
北米Ｒ＆Ｄ､アプライド開発センター、
ダイキンオープンイノベーションラボ・
ダイキンオープンイノベーションラボ・
シリコンバレー
シリコンバレー
常務執行役員
専務執行役員【昇進】
[担当］フィルタ事業、研修
[担当］フィルタ事業、研修
[委嘱］グローバル戦略本部長、
[委嘱］グローバル戦略本部長、
グッドマン社 取締役(非常勤)、
グッドマン社 取締役(非常勤)、
ダイキンホールディングス(ヒューストン)社
ダイキンホールディングス(ヒューストン)社
取締役(非常勤)
取締役(非常勤)

６．専任役員の昇進 (6 月 27 日付)
※下線太字が変更

光安

俊二

井上

隆之

金子

秀雄

Ben Campbell

Michael
Schwartz
Kanwal Jeet
Jawa

【現】
常務専任役員(中国在勤)
〔委嘱事項〕大金中国投資有限公司
董事 副総経理

【新】
専務専任役員【昇進】(中国在勤)
〔委嘱事項〕大金中国投資有限公司
董事 副総経理

専任役員 (ヒューストン在勤)
〔委嘱事項〕グッドマン社 取締役 ＥＶＰ
(ダイキンブランド事業担当)
専任役員 (中国在勤)
〔委嘱事項〕大金フッ素化学中国有限公司
董事 総経理

常務専任役員【昇進】(ヒューストン在勤)
〔委嘱事項〕グッドマン社 取締役 ＥＶＰ
(ダイキンブランド事業担当)
常務専任役員【昇進】(中国在勤)
〔委嘱事項〕大金フッ素化学中国有限公司
董事 総経理

専任役員 (ヒューストン在勤)
〔委嘱事項〕法務・コンプライアンス・
知財センター 米州担当、グッドマン社
取締役 ＥＶＰ(法務担当)
専任役員 (ミネアポリス在勤)
〔委嘱事項〕ダイキンアプライドアメリカズ社
ＣＥＯ

常務専任役員【昇進】(ヒューストン在勤)
〔委嘱事項〕法務・コンプライアンス・知財
センター 米州担当、グッドマン社 取締
役 ＥＶＰ(法務担当)
常務専任役員【昇進】(ミネアポリス在勤)
〔委嘱事項〕ダイキンアプライドアメリカズ社
ＣＥＯ

取締役 兼 専任役員(インド在勤)
〔委嘱事項〕グローバル戦略本部
空調インド･東アフリカ地域支配人、
ダイキンエアコンディショニングインド社
取締役社長

取締役 兼 常務専任役員【昇進】(インド在勤)
〔委嘱事項〕グローバル戦略本部
空調インド･東アフリカ地域支配人、
ダイキンエアコンディショニングインド社
取締役社長
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７．専任役員の退任 (6 月 27 日付)

中野

俊雄

蛭子

毅

【現】
専務専任役員(タイ在勤)
〔委嘱事項〕ダイキンインダストリーズ
タイランド社 取締役会長、
ダイキンエアコンディショニングインド
社 取締役会長(非常勤)、
空調グローバルコミッティメンバー
専任役員(ヒューストン在勤)
〔委嘱事項〕グッドマン社 取締役社長 兼
ＣＥＯ、
ダイキンホールディングス(ヒュースト
ン)社 取締役社長

【新】
【退任】顧問就任

【退任】社友就任
グッドマン社 取締役社長 兼 ＣＥＯ、
ダイキンホールディングス(ヒューストン)社
取締役社長

以
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上

新任監査役候補者

略歴

多森 久夫（たもり ひさお）

生年月日
最終学歴
職
歴

1960 年 7 月 31 日(58 才)
1984 年 立命館大学 経営学部 卒
1989 年 8 月 当社入社
2004 年 6 月 ダイキンアカウンティングソリューションズ㈱出向
兼 管理・財務部 主計担当部長
2007 年 7 月 経理財務本部 経理企画グループ長
兼 経理グループ 担当部長
兼 ダイキンアカウンティングソリューションズ㈱
2011 年 7 月 経理財務本部 経理グループ長
兼 ダイキンアカウンティングソリューションズ㈱ 取締役社長
2016 年 6 月 専任役員 経理財務本部 経理グループ長、ダイキンアカウンティング
ソリューションズ㈱ 取締役社長 委嘱
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