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2020年３月13日 

 

各  位 

 

会 社 名 平 田 機 工 株 式 会 社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 平田 雄一郎 

     （コード番号：６２５８） 

問合せ先 常務執行役員 

経 理 ・Ｉ Ｒ担当 
藤本  靖博 

（電話０９６－２７２－５５５８） 

(URL https://www.hirata.co.jp） 

 

 

役員の異動に関するお知らせ 

および 

組織変更・人事異動に関するお知らせ 

 
当社は本日開催の取締役会において、2020年６月25日開催予定の第69回定時株主総会およびその後の取締役

会にて承認されることを前提として、役員の異動について決定いたしました。 

また、2020年４月１日付の執行役員の管掌変更等、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、

併せてお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 取締役の選任（第69回定時株主総会および同日の取締役会決議事項） 

氏名 旧職 新職 

平田 雄一郎 代表取締役社長執行役員 同左 

本郷 仁基 
取締役専務執行役員  

グローバル事業本部長 
同左 

黒田 健治 取締役専務執行役員 事業本部長 同左 

雀部 博之 社外取締役 同左 

鳴沢 隆 社外取締役 同左 

 

２．組織変更 

事業部機能を一体化運営、情報共有することで、技術の底上げやグローバル対応により、リソース不足

や様々な課題の早期解決を実現することを目的として、事業本部を４ビジネスユニットに編成し直します。 

・第一ビジネスユニット：熊本第一事業部、関東事業部 

・第二ビジネスユニット：熊本第二事業部、関西事業部 

・第三ビジネスユニット：装置第一事業部、装置第二事業部 

・第四ビジネスユニット：デバイスセンター  

また、上記の変更に併せて一部の部署の新設、名称変更等を行います。 
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３．執行役員の管掌変更等 

氏名 旧職 新職 

平賀 靖英 常務執行役員 CTO 研究開発本部長 同左 

平田 正治郎 
常務執行役員 調達本部長  

兼 設備投資担当 

常務執行役員 調達本部長  

兼 設備投資担当 兼 品質管理担当 

藤本 靖博 常務執行役員 経理・IR担当 常務執行役員 管理本部長 

谷口 敬隆 
執行役員  

事業本部 関西事業部長 

執行役員 事業本部 第二ビジネスユニット 

熊本第二事業部長 

前田 繁 
執行役員  

事業本部 熊本第一事業部長  

執行役員 事業本部 第一ビジネスユニット

長 

小泉 正弘 
執行役員  

事業本部 熊本第二事業部長 

執行役員 事業本部 第二ビジネスユニット

長 兼 関西事業部長 

平川 武則 
執行役員  

事業本部 デバイスセンター長 

執行役員 事業本部 第四ビジネスユニット

長 兼 デバイスセンター長 

首藤 道信 執行役員 管理本部 経営企画部長 執行役員 総務・人事担当 

西村 茂春 事業本部 装置第一事業部長 
執行役員 事業本部 第三ビジネスユニット

長 兼 装置第一事業部長 

戸田 和博 事業本部 装置第二事業部長 
執行役員 事業本部 第三ビジネスユニット 

装置第二事業部長 

 

４．執行役員の退任（2020年３月末日を予定） 

氏名 旧職 新職 

安髙 純一郎 取締役専務執行役員 管理本部長 
取締役（2020年６月25日の株主総会をもって

退任予定） 

藤原 五男 常務執行役員 事業本部担当 － 

市原 雄一 常務執行役員 事業本部担当 － 

河本 行広 執行役員 品質管理担当 － 

 

５．部長級以上の異動                 

氏名 旧職 新職 

松﨑 敏行 事業本部 熊本第一事業部 管理部長 
事業本部 第一ビジネスユニット  

熊本第一事業部長 

原 英治 
事業本部 熊本第一事業部 第一技術部

長 

事業本部 第一ビジネスユニット  

統括部長（機械設計担当） 

松井 健一 
事業本部 熊本第一事業部 第二技術部 

次長 

事業本部 第一ビジネスユニット  

統括部長（制御設計担当） 

前田 尚三 
事業本部 熊本第一事業部 第一技術部 

次長 

事業本部 第一ビジネスユニット  

熊本第一事業部 第一技術部長 

平澤 洋一 事業本部 関東事業部 技術部長 
事業本部 第一ビジネスユニット  

関東事業部 第二技術部長 

若月 恭彦 
事業本部 熊本第二事業部 第一技術部 

次長 

事業本部 第二ビジネスユニット  

熊本第二事業部 第一技術部長 

楠口 雄一 
事業本部 熊本第二事業部 第二技術部 

次長 

事業本部 第二ビジネスユニット  

熊本第二事業部 第三技術部長 

小山 篤治 
事業本部 熊本第二事業部 製造部  

次長 

事業本部 第二ビジネスユニット  

熊本第二事業部 製造部長 

畠山 博 事業本部 装置第一事業部 技術部長 
事業本部 第三ビジネスユニット  

装置第一事業部 第二技術部長 

川嶋 孝徳 
事業本部 装置第一事業部 製造部  

次長 

事業本部 第三ビジネスユニット  

装置第一事業部 製造部長 
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氏名 旧職 新職 

安部 智朗 事業本部 装置第二事業部 営業部長 
事業本部 第三ビジネスユニット  

装置第二事業部 事業部長付部長 

髙木 賢二郎 事業本部 装置第一事業部 営業部 次長 
事業本部 第三ビジネスユニット  

装置第二事業部 第一営業部長 

高本 徳男 事業本部 装置第二事業部 第一技術部長 
事業本部 第三ビジネスユニット  

装置第二事業部 第二営業部長 

徳村 忠雄 事業本部 装置第二事業部 第二技術部長 
事業本部 第三ビジネスユニット  

装置第二事業部 第二技術部長 

坂本 英二郎 事業本部 装置第二事業部 製造部 次長 
事業本部 第三ビジネスユニット  

装置第二事業部 製造部長 

松成 信一 
事業本部 デバイスセンター ロボット部 

機械設計グループ 次長 

事業本部 第四ビジネスユニット 

デバイスセンター ロボット部長 

下川 昭士 
事業本部 デバイスセンター 加工部  

次長 

事業本部 第四ビジネスユニット 

デバイスセンター 加工部長 

野﨑 誠 管理本部 情報企画部 次長 管理本部 情報企画部長 

永田 昭 内部監査部 次長 管理本部 コンプライアンス部長 

 

以上 


