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取締役、監査役、執行役員および子会社董事長の異動に関するお知らせ 

 

 当社は平成 27年 5月 8日開催の取締役会において、下記のとおり取締役、監査役、執行役員およ

び子会社董事長の異動を内定いたしました。なお、正式には平成 27年 6 月 19日開催予定の第 46回

定時株主総会および総会後の取締役会にて選任される予定です。 

なお、一部の人事異動および子会社董事長の異動については、平成 27 年 7月 1日付で実施予定で

あります。 

 

平成 27年 6 月 19日付 

１．取締役および執行役員の異動 

（１）退任取締役および執行役員 

氏名 新役職名 現役職名 

溝口 芳朗 特別顧問 取締役 専務執行役員 社長補佐 

西川 裕史 顧問 
取締役 常務執行役員 

生産本部、新事業開発室管掌 

 

（２）新任執行役員 

氏名 新役職名 現役職名 

木田 哲郎 執行役員 新事業開発室長 理事 新事業開発室長 

中村 幸子 
執行役員 

 研究開発本部 技術開発センター長 
研究開発本部 技術開発センター長 

     ＊略歴につきましては、別紙 1、2 をご参照ください。 

 

（３）異動取締役および執行役員 

氏名 新役職名 現役職名 

長井   眞 

取締役 専務執行役員 事業本部長 

兼 MEC TAIWAN COMPANY LTD.総経理 

新事業開発室管掌 

取締役 常務執行役員 事業本部長 

兼 MEC TAIWAN COMPANY LTD.総経理 

中川 登志子 

取締役 常務執行役員 

 研究開発本部長 兼 企画室長 

生産本部管掌 

取締役 常務執行役員 

 研究開発本部長 兼 企画室長 



２．監査役の異動 

（１）新任監査役 

氏名 新役職名 現役職名 

松下 太郎 常勤監査役 理事 管理本部特命担当 

     ＊略歴につきましては、別紙 3 をご参照ください。 

 

（２）退任監査役 

氏名 新役職名 現役職名 

松山 英明 ― 非常勤監査役（社外監査役） 

 

 

平成 27年 7 月 1日付 

１．人事異動 

氏名 新役職名 現役職名 

前田 和夫 
代表取締役社長 

最高経営責任者 
代表取締役社長 

長井 眞 

取締役 専務執行役員 事業本部長 

兼 MEC TAIWAN COMPANY LTD.董事長 

研究開発本部、新事業開発室管掌 

取締役 専務執行役員 事業本部長 

兼 MEC TAIWAN COMPANY LTD.総経理 

新事業開発室管掌 

中川 登志子 

取締役 常務執行役員 企画室長 

生産本部、研究開発センター、 

管理グループ、知財チーム管掌 

取締役 常務執行役員 

 研究開発本部長 兼 企画室長 

生産本部管掌 

北村 伸二 
常務執行役員 管理本部長 

最高財務責任者 
常務執行役員 管理本部長 

中村 幸子 
執行役員 研究開発本部長 

兼 技術開発センター長 

執行役員 

 研究開発本部 技術開発センター長 

 

２．子会社董事長の異動 

氏名 新役職名 現役職名 

長井   眞 MEC TAIWAN COMPANY LTD. 董事長 MEC TAIWAN COMPANY LTD. 董事 

前田 和夫 MEC TAIWAN COMPANY LTD. 董事 MEC TAIWAN COMPANY LTD. 董事長 

 

以 上



（別紙１）         新任執行役員候補者 

 

略 歴 書 

 

 

木田 哲郎（きだ てつお） 

 

生年月日 昭和 34 年９月 12 日 

 

 

昭和 60年 ４月  当社入社 

 

平成 ９年 ６月  当社営業本部 海外営業部 課長代理（メックＵＳＡ駐在） 

 

平成 14年 ４月  当社営業本部 営業企画室長 

 

平成 16年 ４月  当社国際事業センター センター長代行 

 

平成 18年 １月  当社営業本部 事業開発室長 

 

平成 22年 10月  当社理事 事業開発室長 

 

平成 23年 ４月  当社理事 新事業開発室長 

 

         現在に至る 

 

以上 

 



（別紙２）         新任執行役員候補者 

 

略 歴 書 

 

 

中村 幸子（なかむら さちこ） 

 

生年月日 昭和 36 年８月 17 日 

 

 

昭和 64年 １月  当社入社 

 

平成 22年 ５月  当社ＣＳ技術開発センター長 

 

平成 23年 ４月  当社事業本部 ＣＳ技術センター長 

 

平成 25年 ４月  当社研究開発本部 技術開発センター長 

 

         現在に至る 

 



（別紙３）          新任監査役候補者 

 

略 歴 書 

 

 

松下 太郎（まつした たろう） 

 

生年月日 昭和 29 年 10月６日 

 

 

平成 ２年 10月  当社入社 

 

平成 13年 ４月  当社管理本部 経理部長 

 

平成 14年 ６月  当社取締役 経理・財務センター 部長 

 

平成 15年 ６月  当社執行役員 経理・財務センター 部長 

 

平成 25年 ６月  当社理事 管理本部特命担当 

 

         現在に至る 

 

 


