
               

２０２１年 6 月２２日 

お取引先様各位 

 

富山県高岡市守護町二丁目 12 番 1 号 

                       

代表取締役社長  

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また平素は格別

のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 

 

さて、去る６月２２日開催の当社定時株主総会及び取締役会におきまし

て、別紙のとおりの陣容をもって社務を担当することに決定いたしました。 

つきましてはご高承いただきまして、グループ会社共々、一層のご指導

ご鞭撻をお願い申しあげます。 

まずは略儀ながら書中をもってご挨拶申しあげます。 

敬 具 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜グループ会社体制図＞ 

 

サンエツ金属 シーケー金属 日本伸銅 三越金属（上海） 台湾三越 株式会社 オキノ工業

株式会社株式会社 株式会社 株式会社 有限公司 股份有限公司 日伸地金

株式会社ＣＫサンエツ

（純粋持株会社）

株式会社 株式会社

サンエツ商事 リケンＣＫＪＶ



＜グループ各社の役員体制＞ 

2021 年 6 月 22 日現在 

 

代表取締役社長   釣谷 宏行 

専務取締役   営業管掌  釣谷 伸行  

常務取締役   技術・開発管掌 大橋 一善  

常務取締役   製造管掌  原田 孝之  

取締役     管理統括部長 松井 大輔  

取締役     監査・規格管理部長 井波栄三郎  

取締役     常勤監査等委員 浜田  亘  

取締役     監査等委員  桝田 和彦        

取締役     監査等委員  山田 政雄 

取締役     監査等委員  伊勢 正幸    

 

2021 年 6 月 22 日現在 

 

代表取締役社長                    釣谷 宏行 

専務取締役   営業本部長           釣谷 伸行    

常務取締役   技術部門長         大橋 一善 

常務取締役   製棒事業部長        原田 孝之  

取締役     管理統括部長         松井 大輔 

取締役         製線事業部長      窪田  誠 【新任】 

監査役                        浜田  亘 

 

2021 年 6 月 22 日現在 

 

代表取締役社長   釣谷 宏行 

専務取締役   釣谷 伸行    

常務取締役   大橋 一善       

取締役     配管機器営業本部長 向井 克仁  

取締役     めっき事業本部長 加藤 裕之  

取締役    高倉 英朗  

監査役    浜田  亘 

監査役    本多  修 【新任】 

2021 年 6 月 18 日現在 

 

代表取締役社長   釣谷 宏行  

常務取締役   開発部門長  大橋 一善    

取締役         継手工場長  高倉 英朗  

取締役    前川 泰則 

取締役    三星 天弥 

取締役    古市晋太郎 

監査役    浜田  亘 

監査役    本多  修 【新任】 

株式会社リケンＣＫＪＶ 

 



2021 年 6 月 25 日現在 

日本伸銅株式会社 

代表取締役会長                    釣谷 宏行   

代表取締役社長                    森山 悦郎  【新任】 

取締役     営業本部長           橋本 好人 

取締役     堺工場長             中井 進弘 

取締役     管理統括部長         木本 道隆 

取締役                        松井 大輔   

取締役     常勤監査等委員       吉田 政貴  【新任】 

取締役     監査等委員           平山 博史    

取締役     監査等委員           樋口  均   【新任】   

 

2021 年 6 月 22 日現在 

三越金属（上海）有限公司 

董事長兼総経理                  山﨑 仁郎 

董事               釣谷 宏行 

董事                       釣谷 伸行 

監事               浜田  亘  

 

2021 年 6 月 22 日現在 

株式会社日伸地金 

代表取締役社長                    釣谷 宏行 

取締役     原料部長             清水 裕視  

取締役     管理統括部長         木本 道隆  

取締役                          松井 大輔  

監査役                        浜田  亘  

 

2021 年 6 月 22 日現在 

台湾三越股份有限公司 

董事長兼総経理                    山﨑 仁郎 

董事               後藤 康陽 

董事               釣谷 伸行 

董事               万尾 恭平 

監査役                        浜田  亘  

 

2021 年 6 月 22 日現在 

株式会社サンエツ商事 

代表取締役社長                    釣谷 宏行 

専務取締役            釣谷 伸行 

取締役     東京支店長           法土 典寛  

取締役                        松井 大輔 

監査役                        浜田  亘  

 

2021 年 6 月 22 日現在 

オキノ工業株式会社 

代表取締役会長          釣谷 宏行 

代表取締役社長                    栗原 康宜 

取締役                     吉田 史雄  

取締役                        平尾 和也 

取締役              長谷川明彦 

監査役                        浜田  亘  

 

 


