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役員の異動、組織変更および人事異動に関するお知らせ 

 

 
当社は、本日開催の第 92 回定時株主総会及びその後の取締役会において、下記のとおり役員の

異動を正式に決定し、同取締役会において、組織の一部変更並びに取締役の担当職務の変更及び執

行役員の異動を決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 

記 

１. 役員の異動（平成 26 年６月 27 日付） 

①新任取締役 

〔氏 名〕 〔新 役 職 名〕（６月 27日付） 〔旧 役 職 名〕 

眞島 政弘 取締役 

株式会社ナガノ相談役 

常務執行役員 

株式会社ナガノ相談役 

長坂  宏 取締役 

事業本部丸子電子機器工場成膜技術 

部長 

上席執行役員 

事業本部丸子電子機器工場成膜技術 

部長 

山岸 一也 取締役 

事業本部技術開発センター長 

上席執行役員 

事業本部技術開発センター長 

鈴木 正徳 取締役（非常勤） ― 

(注) 鈴木正徳氏は、社外取締役及び独立役員であります。 

 

②退任取締役 

〔氏 名〕 〔新 役 職 名〕（６月 27日付） 〔旧 役 職 名〕 

矢島 寿衛 経理部長兼経営企画部長 

 

取締役 

上席執行役員 

経理部長兼経営企画部長 

三宅 讓治 

― 

取締役 

上席執行役員 

海外戦略統括部長 

吉池 純一 常務執行役員 

株式会社ナガノ代表取締役社長 

取締役 

Ashcroft-Naganokeiki Holdings,Inc.

取締役 

Ashcroft Inc.取締役 

株式会社ナガノ代表取締役社長 

田中 德夫 
― 

取締役（非常勤） 

 

 

 

 

 



 

③新任監査役 

〔氏 名〕 〔新 役 職 名〕（６月 27日付） 〔旧 役 職 名〕 

関﨑 和重 監査役（非常勤） ― 

(注) 関﨑和重氏は、社外監査役であります。 

 

④退任監査役 

〔氏 名〕 〔新 役 職 名〕（６月 27日付） 〔旧 役 職 名〕 

伊藤  剛 ― 監査役（非常勤） 

 

⑤新任執行役員（平成 26 年６月 27 日付） 

〔氏 名〕 〔新 役 職 名〕（６月 27日付） 〔旧 役 職 名 〕 

鶴田 浩昭 執行役員 

事業本部上田計測機器工場副工場長兼

製造部長 

 

事業本部上田計測機器工場副工場長

兼製造部長 

角龍 徳夫 執行役員 

経理部次長 

 

経理部次長 

臼田  宏 執行役員 

海外戦略統括部 

車載センサ営業部次長 

 

海外戦略統括部 

車載センサ営業部次長 

 

⑤退任執行役員（平成 26 年６月 27 日付） 

〔氏 名〕 〔新 役 職 名〕（６月 27日付） 〔旧 役 職 名 〕 

平井 三治 取締役 

事業本部（技術開発センター・営業本

部・生産技術部・品質保証部）担当 

事業本部長兼営業本部長 

取締役 

事業本部（技術開発センター・営業本

部・生産技術部・品質保証部）担当 

常務執行役員 

事業本部長兼営業本部長 

佐藤 正継 取締役 

事業本部（上田計測機器工場・丸子電

子機器工場）担当 

事業本部副本部長兼丸子電子機器工場

長 

取締役 

事業本部（上田計測機器工場・丸子電

子機器工場）担当 

上席執行役員 

事業本部副本部長兼丸子電子機器工

場長 

涌井 利文 取締役 

法務部担当 

法務部長 

取締役 

法務部担当 

上席執行役員 

法務部長 

宮崎 俊明  

事業本部 

上田計測機器工場長 

ヨシトミ・マーシン株式会社 

代表取締役社長 

執行役員 

事業本部 

上田計測機器工場長 

ヨシトミ・マーシン株式会社 

代表取締役社長 

 

２. 組織の一部変更（平成 26 年７月１日付） 

① 迅速な意思決定の実現を目指すため経営企画部を経営委員会に編入いたします。 

② 法務部を法務・コンプライアンス部に名称変更いたします。 

③ 光ファイバーを利用した応用システム製品の早期事業化を目指すためＦＢＧ事業部を新設いた

します。 

④ 従来技術部は工場組織に組み入れておりましたが、新製品の早期開発を目指すため技術部門を一

本化し統括する技術本部を設置いたします。 

⑤ 従来製造部門は工場別組織であったものをコスト低減、生産性向上を目指すため製造部門を一本

化し統括する製造本部を設置いたします。 

⑥ 営業機能を一元化・強化を目指すため、海外戦略統括部をグローバル戦略部に名称変更したうえ、

販売戦略部を新設し、営業本部に編入いたします。 



 

 

３. 取締役及び執行役員の担当職務変更 

①取締役の担当職務変更（平成 26 年７月１日付） 

〔氏 名〕 〔新 役 職 名〕（７月１日付） 〔旧 役 職 名 〕（６月 27 日付） 

依田 恵夫 代表取締役社長 

監査部、経営委員会、総務統括部担当 

代表取締役社長 

監査部、情報システム部、総務統括部

担当 

平井 三治 取締役 

事業本部担当、 

事業本部営業本部担当 

取締役 

事業本部（技術開発センター・営業本

部・生産技術部・品質保証部）担当 

事業本部長兼営業本部長 

眞島 政弘 取締役 

経理部、情報システム部担当 

株式会社ナガノ相談役 

取締役 

株式会社ナガノ相談役 

佐藤 正継 取締役 

事業本部製造本部担当 

取締役 

事業本部（上田計測機器工場・丸子電

子機器工場）担当 

事業本部副本部長兼丸子電子機器工

場長 

涌井 利文 取締役 

法務・コンプライアンス部担当 

取締役 

法務部担当 

法務部長 

長坂  宏 取締役 

事業本部技術本部、技術開発センター

担当 

取締役 

事業本部丸子電子機器工場成膜技術 

部長 

山岸 一也 取締役 

ＦＢＧ事業部担当 

取締役 

事業本部技術開発センター長 

 
②執行役員の担当職務の変更（平成 26 年７月１日付） 

〔氏 名〕 〔新 役 職 名〕（７月１日付） 〔旧 役 職 名 〕（６月 27 日付） 

阿部 正一 執行役員 

事業本部製造本部 

品質保証部長 

執行役員 

事業本部 

品質保証部長 

中澤 茂夫 執行役員 

技術開発センター長 

執行役員 

事業本部丸子電子機器工場電子技術

部長 

齋藤 浩一 執行役員 

事業本部製造本部 

丸子電子機器工場長 

執行役員 

事業本部丸子電子機器工場製造部長 

金子 嘉一 執行役員 

Ashcroft 社と連携担当 

執行役員 

 

武上 和人 執行役員 

Ashcroft 社と連携担当 

執行役員 

鶴田 浩昭 執行役員 

事業本部製造本部 

上田計測機器工場長兼製造部長 

執行役員 

事業本部上田計測機器工場副工場長

兼製造部長 

角龍 徳夫 執行役員 

経理部長 

執行役員 

経理部次長 

臼田  宏 執行役員 

事業本部営業本部 

グローバル戦略部長 

執行役員 

海外戦略統括部 

車載センサ営業部次長 

 
以 上 


