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2011 年 2 月 24 日 

各 位 

会社名 日立電線株式会社

代表者名 執行役社長 今井 光雄

(コード番号 5812 東証・大証１部)

人事総務本部総務部長問合せ先 

木暮 正一

(TEL. 03-6381-1050)

 

 

代表執行役の異動及び新役員体制について 

 

当社は、2011 年 2 月 24 日開催の取締役会において、2011 年 4 月 1日付の代表執行役の異動及び新役員

体制について、下記のとおり決議しましたのでお知らせします。 

 

記 

 

１．代表執行役の異動（2011 年 4 月 1 日付） 

（１）内容 

新 職 氏 名 現 職（2月 24 日現在） 

代表執行役執行役副社長兼取締役 薄田
すすきだ

 新一
しんいち

 
執行役専務兼取締役 

取締役 米田
よ ね だ

 良昭
よしあき

 
代表執行役執行役副社長兼取締役

 

（２）理由 

    現代表執行役執行役副社長の米田良昭は、2009 年の就任以来、同年に代表執行役執行役社長に

就任した今井光雄とともに各種経営施策を遂行し、経営基盤の強化と事業構造の改善に取り組んで

まいりました。 

    今般、2009 年以来の施策に一応の目処がついたことを機に、新事業年度のスタートに合わせて

代表執行役の交代を行い、社業の一層の飛躍を期するものであります。 
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２．2011 年 4 月 1 日付の新執行役体制  

  １に記載の代表執行役の異動も含めた 2011 年 4 月 1日付の新執行役体制は下記の通りです。 

新 職 氏 名 現 職（2月 24 日現在） 

代表執行役執行役社長（新任） 髙橋 秀明 
株式会社日立製作所 

執行役常務／都市開発システム社社長 

代表執行役執行役副社長（昇任） 

兼取締役 
薄田 新一 

執行役専務 

電機・産業システム事業本部長兼取締役 

執行役専務 西川 晃一郎
執行役専務 

グローバル事業推進本部管掌 

執行役専務（昇任） 冨山 正章 
執行役常務 

人事総務本部長兼法務本部長 

執行役常務（昇任） 香川  学 

執行役 

技術本部長兼品質・環境本部長兼経営企画室長 

兼 CTO 

執行役常務（昇任） 三上 哲郎 

執行役 

グローバル事業推進本部長 

兼 IT 本部長兼 CIO 

執行役 後藤 良太 
執行役 

半導体材料事業本部長 

執行役 辻  正明 
執行役 

情報システム事業本部長 

執行役 坂本 康彦 
執行役 

電機・産業システム事業本部副本部長 

執行役 伊藤 文和 
執行役 

技術本部副本部長兼生産技術推進本部長 

執行役 澤部 健一 
執行役 

ビジネスサポート本部副本部長 

執行役（新任） 高田 優 情報システム事業本部次長  

執行役（新任） 池本 巌 
情報システム事業本部情報システム事業部長 

兼高砂工場長 

執行役（新任） 金谷 史男 電機・産業システム事業本部次長 

執行役（新任） 西山 光秋 
株式会社日立製作所 

財務統括本部財務一部長 
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３．2011 年 3 月 31 日付退任予定執行役 【氏名後の（   ）は 2月 24 日現在の役職】 

１に記載の代表執行役の異動も含めた 2011 年 3 月 31 日付の退任執行役は下記の通りです。 

今井 光雄（代表執行役執行役社長兼 CEO 兼取締役） 

    ※2011 年 4 月 1 日付で取締役に役付変更 

米田 良昭（代表執行役執行役副社長兼ビジネスサポート本部長兼輸出管理室長兼 CFO 兼取締役） 

※2011 年 4 月 1日付で取締役に役付変更 

   閑田 俊朗（執行役常務兼営業本部長） 

    ※2011 年 4 月 1 日付で日立電線商事株式会社代表取締役社長に就任予定 

   柳瀬 信夫（執行役兼金属材料事業本部長） 

※2011 年 4 月 1日付で顧問に就任予定 

   白井 達也（執行役兼関西支社長） 

※2011 年 4 月 1日付で顧問に就任予定 

 

４．新任代表執行役の氏名及び略歴 

（１）髙橋 秀明（たかはし・ひであき） 

新役職名  代表執行役執行役社長  

出身地  埼玉県  

生年月日  1952年8月20日生  

最終学歴  1978年 3月 千葉大学大学院工学研究科電気専攻修士課程修了  

略歴 1978年 4月  ㈱日立製作所入社  

 1998年 2月  同社 水戸工場エレベータ設計部長兼エレベータ開発センタ長  

 2001年 4月  日立エレベータエンジニアリング(シンガポール)社 社長  

 2004年 4月 ㈱日立製作所 都市開発システムグループ水戸ビルシステム本部長 

 2005年 4月  ㈱日立ビルシステム 代表取締役取締役社長  

 2007年 4月  ㈱日立製作所 執行役常務  

都市開発システムグループ長＆CEO 兼電動力応用統括推進本部長  

 2009年 7月  同社 執行役常務  

都市開発システムグループ長＆CEO  

 2009年10月  同社 執行役常務  

都市開発システム社社長  

  現在に至る 

当社株式の
所有株式数 

 
0 株 

なお、2011 年 3 月 31 日付で株式会社日立製作所執行役常務を退任する予定です。 
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（２）薄田 新一（すすきだ・しんいち） 

新役職名  代表執行役執行役副社長  

出身地  秋田県 

生年月日  1949年7月7日生 

最終学歴  1970年 3月 秋田工業高等専門学校電気工学科卒業 

略歴 1970年 4月 当社入社 

 2001年 7月 電線事業本部日高工場産業システム部長 

 2002年 7月 電線生産センタ技術部長 

 2003年 4月 電線生産センタ長兼日高工場長 

 2004年 7月 電機・産業システム事業本部電線製造統括部長兼日高工場長 

 2005年 4月 執行役兼電機・産業システム事業本部副本部長兼日高工場長 

 2005年 6月 執行役兼電機・産業システム事業本部副本部長兼電線工場長 

 2005年 7月 執行役兼電機・産業システム事業本部副本部長兼電線工場長 

兼自動車事業推進センタ長 

 2007年 4月 執行役常務兼電機・産業システム事業本部長 

 2009年 4月 執行役専務兼電機・産業システム事業本部長 

 2009年 6月 執行役専務兼電機・産業システム事業本部長兼取締役 

  現在に至る 

当社株式の
所有株式数 

 
19,000 株 

 

５．新任執行役の氏名及び略歴 

（１）高田 優（たかだ・ゆう） 

出身地 大阪府 

生年月日 1952年4月28日生 

最終学歴 1975年 3月 関西学院大学経済学部卒業 

略歴 1975年 4月 当社入社 

 2003年 5月 情報システム事業本部情報システム事業部営業第二部長 

 2003年 7月 情報システム事業本部情報システム営業統括部営業第二部長 

 2005年 7月 情報システム事業本部通信システム営業統括部営業第一部長 

 2005年10月 情報システム事業本部ワイヤレスシステム事業統括部ワイヤレス

システム営業部長 

 2006年 7月 情報システム事業本部ワイヤレスシステム営業統括部副統括部長

 2006年 9月 情報システム事業本部ワイヤレスシステム営業統括部長 

 2007年 7月 情報システム事業本部ワイヤレスシステム営業部門長 

 2008年 4月 情報システム事業本部次長 

  現在に至る 
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（２）池本 巌（いけもと・いわお） 

出身地 兵庫県 

生年月日 1955年3月9日生 

最終学歴 1982年 3月 同志社大学大学院工学研究科電気工学専攻修士課程修了 

略歴 1982年 4月 当社入社 

 2003年 7月 情報システム事業本部 SE センタ副センタ長 

 2005年 7月 情報システム事業本部システムエンジニアリングセンタ長 

 2007年 4月 情報システム事業本部事業企画部長 

 2009年 4月 情報システム事業本部情報システム事業部長兼高砂工場長 

  現在に至る 

 

（３）金谷 史男（かなや・ふみお） 

出身地 山形県 

生年月日 1956年11月25日生 

最終学歴 1980年 3月 上智大学法学部卒業 

略歴 1980年 4月 当社入社 

 2001年 6月 タイ･ヒタチ･エナメルワイヤー社出向（同社取締役社長） 

 2005年12月 日立マグネットワイヤ㈱出向（同社取締役） 

 2008年 7月 電機・産業システム事業本部事業企画部長 

 2010年 4月 電機・産業システム事業本部次長 

  現在に至る 

 

（４）西山 光秋（にしやま・みつあき） 

出身地 宮城県 

生年月日 1956年9月25日生 

最終学歴 1979年 3月 東北大学経済学部卒業 

略歴 1979年 4月 ㈱日立製作所入社 

 2003年12月 同社 財務一部担当部長 

 2008年 4月 同社 財務一部長 

 2010年 4月 同社 財務統括本部財務一部長 

  現在に至る 

なお、2011 年 3 月 31 日付で株式会社日立製作所を退社し、当社へ転属となります。 

 

 

以上 


