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組織変更および人事異動に関するお知らせ 

 

 
平成24年３月14日開催の取締役会において、下記の通り平成24年４月１日付の組織変更および人

事異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 

記 

 

１． 組織変更  

(1) 熊本地区の第一事業部、第二事業部、第三事業部の３つの事業部を、エンジニアリングを

主体とする事業部と、商品ビジネスを主体とする2つの事業部へ再編する。  

(2) 事業部をはじめグループ各社へのモジュール製品の供給体制を強化する為に、事業本部ロ

ボット部、生産本部加工部・ユニット部をデバイスセンターとして統合する。 

(3)  購買部を調達本部に昇格し、調達活動のグローバル展開を加速する。  

           

   

２．取締役の管掌変更等 

氏名 新職 旧職 

平田 雄一郎 代表取締役社長執行役員 内部監査

担当 

代表取締役社長執行役員 技術本部

長 兼 内部監査担当 

橘 勝義 代表取締役副社長執行役員 国内・

海外事業担当 

取締役副社長執行役員 事業本部長

坂本 広徳 取締役執行役員 調達・生産担当 取締役執行役員 生産本部長 兼

購買担当 

田中 敏治 取締役執行役員 事業本部長 取締役執行役員 事業本部長代理 

兼 太陽電池事業担当 兼 事業本

部エンジニアリング室担当 

 

 

 

 

 

 



３．人事異動     
（1）執行役員の異動                  

氏名 新職 旧職 

堤 春生 執行役員 HAS 董事長  執行役員 HAS 董事長 兼 事業本

部長補佐 

藤原 五男 執行役員 事業本部装置事業部長 

兼 第二装置部長 

執行役員 事業本部第一事業部長 

平賀 靖英 執行役員 新事業開発担当 執行役員 技術本部新商品開発担当 

大田 謙次 執行役員 事業本部長代理 執行役員 管理本部人事部長 

市原 雄一 執行役員 事業本部 熊本事業部長 

兼 第一営業部長  兼 第二技術部

長 

事業本部 第二事業部長 兼 第一営

業部長 

上田 文雄 執行役員 事業本部 関西事業部長

兼 営業部長 

事業本部 関西事業部長 兼 営業

部長 兼 技術部長 

本郷 仁基 執行役員 事業本部 関東事業部長 事業本部 関東事業部長 兼 Ｌ&M

部長 

黒田 健治 執行役員 調達本部長 購買部長 

  

(2)部長級以上の異動                 

氏名 新職 旧職 

松波 大仁 事業本部 熊本事業部付部長 事業本部付部長 

安部 智朗 事業本部  装置事業部 第二装置部

部長 

事業本部付部長 

三露 道生 事業本部  装置事業部長代理 兼 第

一装置部長 

事業本部 第一事業部 ｼｽﾃﾑ機器部長 

石飛 修一 事業本部  熊本事業部 第二営業部

長 

事業本部 第二事業部 第二営業部長 

河本 行広 事業本部  熊本事業部長代理 兼 製

造部長 

事業本部 第二事業部 製造部長 

小泉 正弘 事業本部 熊本事業部 第一技術部

長 

事業本部 第二事業部 第一技術部

次長 

坂本 満秋 事業本部 熊本事業部 第三営業部

長 

事業本部 第三事業部長 

松山 利秀 管理本部 人事部長 事業本部 第三事業部長代理  

兼 第一技術部長 

平田 正治郎 事業本部 デバイスセンター長 事業本部 ロボット部長 

前田 繁 事業本部 生産管理部長 事業本部 事業推進部次長 

石井 敬介 事業本部 エンジニアリング部長 事業本部 エンジニアリング室長 

高本 昌典 調達本部 海外調達部長 購買部 海外調達グループ次長 

熊瀨 信洋 事業本部 デバイスセンター 加工

部長 

生産本部 加工部長 

松村 生也 事業本部 デバイスセンター ロボ

ット部長 

生産本部 本部長代理 兼 生産技術

部長 

大久保 洋 開発本部長 技術本部 副本部長 

金井 正博 開発本部 第二開発部長 技術本部 開発センター長 

平川 武則 開発本部 第一開発部長 技術本部 機械開発部長代理 

首藤 道信 内部監査部長 内部監査部次長 

 

以上  


