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分社グループ
株主総会開催
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木 の両日︑コートヤード マリオッ
ト銀座東武ホテルにて分社グループ
株主総会が開催されました︒
今年は分社グループ顧問の田中成
志先生 弁護士 ︑野村聡先生 公認
会計士 ︑山本健氏と日本政策金融
公庫からご担当者様２名も臨席され
ました︒グループ各社の株主総会に
先立ち︑酒井代表よりグループ経営
委員︑社長会副会長︑
分科会座長の異動︑
並びに分社グループ
の構成と活動状況に
ついて説明がありま
した︒その後引き続
き大陽工業㈱から順
に各社の決算報告並
びに議案審議・本年
度の事業計画が発表
され︑全ての日程は
無事終了いたしまし
た︒

･

お陰様で社員︑地元の業者さ
ん︑設備専門業者さん︑多く
の方々の不眠不休の復旧活動
のお陰で︑操業を再開するこ
とができました︒
禍”福は糾 あ(ざな え)る縄の
如し 禍“と福は縒り合わせた縄
のように表裏一体のもの︑入
れ替わりながらやってくるも
のと言われます︒これからは ”
必ず福が来る と”信じ︑全員で
前に前に進んで行きたい︒一
段と市場での自社のシェアー
を上げ成長への回帰を図り︑
目線を上げた挑戦︑難局に挑
む姿勢が極めて重要と感じて
おります︒
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《発行元》
分社理念研究所 事務局
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今回の震災で日本からの部
品調達が滞り世界中で生産停
止を余儀なくされる企業が相
次ぎました︒海外メーカーが
素材や部品の調達を日本以外
に移す 日“本外し や” 東“北外し ”
が懸念されております︒短期
的には︑他社に奪われるリス
クもありますが︑日本のモノ
作りに対する評価が失墜

各社事業
計画発表

各社株主総会

禍福は糾 あざな える
縄の如し
２０１ １ 年もあっ と 言う間
に半年が過ぎ︑予想もしなかっ
た東日本 大 震災から も ４ヶ月
になろう と しており ま す︒分
社グルー プ の皆様に は 年初よ
り︑私が 所 属する大 昌 電子の
増資に対 し ︑経済情 勢 の大変
なこの時 期 にご支援 を 戴き︑
先ずもっ て 心より御 礼 を申し
上げます ︒
また３ 月 日の大震 災 で
は重ねて ご 心配をお 掛 けする
ことにな り ました︒ ４ 月７日
の余震も 加 わり岩手 工 場が大
きな被害 に 遭遇しま し たが︑
社長会会長 篠﨑社長

金曜日
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分社グループの
構成と活動状況
の紹介

分社グループ経営委員，
社長会副会長就任の挨拶

株式会社ﾀﾞｲﾁｭｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ社長 真道保美
グループの皆様には日頃大変お世話になっ
ております。リーマンショックからの復興
道半ば、東日本大震災に襲われ、大変厳し
い状況になっております。今後復旧復興が
進むにつれて一段と産業構造の変化が生じ
てくると思いますが、この変化をチャンスと捉え、攻めの経営
を進めていきたいと思っています。当社の経営に精一杯ではあ
りますが、経営委員会の委員として皆様のお役に立てる様尽力
したいと思います。よろしくお願いします。
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平成 年 月 日の株主総
会よりインテグラン㈱関山社
長と㈱ダイチューテクノロジー
ズ真道社長が経営委員に就任
しました︒これまで経営委員
を務めていた㈱幸大ハイテッ
ク眼目社長は就任以来グルー
プ発展のため大変ご貢献いた
だき︑本総会をもって退任さ
れました︒退任後もこれから
のグループをあたたかく見守
り続けていただきたいと思い
ます︒ありがとうございまし
た︒

分社グループ経営委員就任の挨拶

酒井陽太 代表
木村澄夫 副代表
菅
実 会長
篠﨑尚利 社長
関山浩一 社長
真道保美 社長

この度、社長会の副会長を仰せつかりまし
た。力不足ではございますが、篠﨑会長の
もと事務局の方々のご協力を得て鋭意務め
て参る所存です。
国内外ともに先の見えないこの状況を乗り切る方策を皆様と一
緒に考えていくことで少しでもグループのお役に立つことがで
きれば幸いです。
皆様のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

新経営委員就任
︽ 経営委員会
メンバー ︾

インテグラン株式会社社長 関山浩一

分社グループ 経営委員会
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<分科会・担当座長>
分科会名

座長

経理･税務･金融
総務・労務人材
品質管理・環境
ＩＴ
装置
プリント基板
板金・塗装
非製造

菅正彦社長
酒井陽太社長
本間修社長
真道保美社長
関山浩一社長
篠﨑尚利社長
山田敏明社長
木村澄夫副代表

分社グループ社長会開催

分科会はグループ会社間の技術・人材交流を促
進し、各社の事業発展に役立てようとするもので
す。 ( は新任)

平成23年
社長会スケジュール
10月21日(金) 社長会
12月16日(金) 社長会・吉生会

吉生会(懇親会)
酒井代表

(於)コートヤード・マリオット
銀座東武ホテル

社長会、株主総会後の吉生会(懇親会)は、酒井代表の挨拶、
篠﨑会長の乾杯のご発声と共に和やかに始まりました。この日の参加者は92名。
短い時間ではありましたが楽しい歓談のひと時となりました。

篠﨑会長

真道社長
(中締め)

－３－

（株）ダイチューテクノロジーズ
大陽工業（株）

陣頭指揮を取る真道社長

ＴＤＫ様のブース内でデモ
試験実演中のＤ０２０

ナコアのデモ機で説明する
籏野シニアエキスパート(左)

（株）大昌電子

月 日 水( 〜) 日 (
金 東)京ビッグサイトで
開催されたＪＰＣＡ Ｓ
ｈｏｗ ２０１１に㈱大
昌電子が出展しました︒
ブースを訪れる人は後
を絶ちませんが中でも
実装用治具・アッセン
ブリ︑半導体パッケー
ジ基板の展示スペース
には多くの来場者が足
を止め説明に聞き入っ
ていました︒大昌電子
の持つ技術力と製品へ
の注目度の高さが非常
に際立ちました︒
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