
 

 

2017 年 3月 6 日 

上場会社名  株式会社神戸製鋼所 

代表者 代表取締役会長兼社長 川崎 博也 

（コード番号 5406） 

問合わせ先  秘書広報部長 楠山 泰司 

（TEL03-5739-6010） 

 

 代表取締役の異動に関するお知らせ  

 

当社は、本日開催致しました取締役会において、代表取締役の異動について、 

下記のとおり決定致しましたので、お知らせ致します。 

 

 

記 

 

1. 異動の理由 

役員人事に伴う代表権の異動 

 

2. 異動の内容 

氏名 現役職名 新役職名 

山口
やまぐち

 貢
みつぐ

 取締役専務執行役員 代表取締役副社長執行役員 

 

3. 異動予定日 

2017年4月1日 

 

4. 新任代表取締役の略歴 

生年月日 略歴 所有株式数（株） 

昭和 33年１月８日生 

昭和56年４月 
平成23年４月 
平成25年４月 
平成27年４月 
平成28年６月 

当社入社 
当社執行役員 
当社常務執行役員 
当社専務執行役員 
当社取締役専務執行役員（現） 

8,200 

以 上 

 

尚、役員の人事異動に関し、以下の通りお知らせ致します。 
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2017 年 3 月 6 日 

株式会社神戸製鋼所 

 

 

    役員人事につい役員人事につい役員人事につい役員人事についてててて        

 

当社は、本日開催致しました取締役会において、第 164 回定時株主総会（2017 年 6 月

下旬開催予定）に付議される取締役候補者及び同総会後の取締役会で選定される代表

取締役を内定致しました。 

また、4 月 1 日以降の執行役員を選出し、その委嘱業務を決定致しましたのでお知らせ

致します。 

 

＜添付資料＞ 

 

１．定時株主総会日付（2017 年 6 月下旬）役員体制について 

取締役候補者・執行役員・技監（役員待遇）、及びその役職名・委嘱業務 

 

２．2017 年 4 月 1 日付役員人事について 

取締役・執行役員・技監（役員待遇）の役職名・委嘱業務の変更 

 

３．参考資料 

(１) 取締役の異動、及び新任取締役、昇任執行役員・新任執行役員について 

 

(2) 退任取締役、退任執行役員について 

 

(3) 略歴書（新任取締役、新任執行役員） 

 

(4) 理事の任用について  

 

(5) 研究首席の任命について  

 

（別添）委嘱業務一覧 
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１．定時株主総会日付（１．定時株主総会日付（１．定時株主総会日付（１．定時株主総会日付（2222017017017017 年年年年 6666 月下旬）役員体制について月下旬）役員体制について月下旬）役員体制について月下旬）役員体制について    

    

＜取締役＜取締役＜取締役＜取締役（監査等委員である取締役を除く）（監査等委員である取締役を除く）（監査等委員である取締役を除く）（監査等委員である取締役を除く）候補者＞候補者＞候補者＞候補者＞    

役職名 氏名 委嘱業務 

代表取締役会長兼社長 川崎 博也  

代表取締役副社長執行役員 尾上 善則 鉄鋼事業部門長 

代表取締役副社長執行役員 金子 明 アルミ・銅事業部門長 

代表取締役副社長執行役員 梅原 尚人 

監査部、秘書広報部、総務部、法務部、人事労政部、

経営企画部（除く自動車軽量化事業企画室）、経理

部、財務部、営業企画部、建設技術部、ラグビー部支

援室、電力事業部門、支社・支店（高砂製作所を含

む）、海外拠点（本社所管）の総括、全社コンプライアン

スの総括 

代表取締役副社長執行役員 山口 貢 機械事業部門長 

取締役専務執行役員 眞部 晶平 エンジニアリング事業部門長 

取締役専務執行役員 輿石 房樹 溶接事業部門長 

取締役専務執行役員 三宅 俊也 

全社技術開発の総括、環境防災部、ものづくり推進

部、ＩＴ企画部の総括、全社システムの総括、技術開発

本部長 

取締役（非常勤） 楢木 一秀 コベルコ建機㈱代表取締役社長 

社外取締役 北畑 隆生  

社外取締役 馬場 宏之  

    

＜＜＜＜ご参考ご参考ご参考ご参考    ：：：：    2017201720172017 年年年年 6666 月下旬月下旬月下旬月下旬    定時株主総会定時株主総会定時株主総会定時株主総会終了後の監査等委員終了後の監査等委員終了後の監査等委員終了後の監査等委員である取締役である取締役である取締役である取締役＞＞＞＞    

役職名 氏名 

取締役（監査等委員） 藤原 寛明 

取締役（監査等委員） 山本 敬藏 

社外取締役（監査等委員） 沖本 隆史 

社外取締役（監査等委員） 宮田 賀生 

社外取締役（監査等委員） 千森 秀郎 

    

＜＜＜＜補欠の監査等委員である取締役候補者補欠の監査等委員である取締役候補者補欠の監査等委員である取締役候補者補欠の監査等委員である取締役候補者＞＞＞＞    

役職名 氏名 

社外取締役 北畑 隆生 

    

＜執行役員＞＜執行役員＞＜執行役員＞＜執行役員＞（除く取締役候補者）（除く取締役候補者）（除く取締役候補者）（除く取締役候補者）    

役職名 氏名 委嘱業務 

専務執行役員 大濱 敬織 機械事業部門圧縮機事業部長 

専務執行役員 宮下 幸正 

鉄鋼事業部門営業総括部、資材部の担当、同営業全般の担

当 

専務執行役員 水口 誠 

経営企画部（自動車軽量化事業企画室）、技術開発本部自

動車ソリューションセンターの担当、全社自動車プロジェクト

の担当 
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役職名 氏名 委嘱業務 

専務執行役員 柴田 耕一朗 鉄鋼事業部門鋼材生産全般の担当、同加古川製鉄所長 

常務執行役員 藤井 拓己 

アルミ・銅事業部門鋳鍛事業、押出事業の担当、同環境防

災、安全管理全般の担当 

常務執行役員 森崎 計人 

エンジニアリング事業部門安全品質環境管理部、同プロジェ

クトエンジニアリングセンターの担当、同原子力・ＣＷＤ本部

の担当 

常務執行役員 石川 裕士 

エンジニアリング事業部門新鉄源本部、社会インフラ本部の

担当、同市場開発室の担当 

常務執行役員 河原 一明 経理部、財務部の担当 

常務執行役員 北川 二朗 電力事業部門長 

常務執行役員 岡 欣彦 

鉄鋼事業部門薄板営業部の担当、同薄板分野海外拠点の

担当 

常務執行役員 山本 浩司 

鉄鋼事業部門技術総括部、システム技術部、同技術開発セ

ンターの担当、人事労政部（安全管理）の担当 

常務執行役員 大久保 安 

監査部、総務部、法務部、ラグビー部支援室の担当、全社コ

ンプライアンスの担当 

常務執行役員 磯野 誠昭 アルミ・銅事業部門技術部の担当、同アルミ板事業の担当 

常務執行役員 勝川 四志彦 

秘書広報部、人事労政部（除く安全管理）、経営企画部（除く

自動車軽量化事業企画室）、営業企画部、建設技術部、支

社・支店（高砂製作所を含む）の担当、海外拠点（本社所管）

の担当 

常務執行役員 山本 明 溶接事業部門企画管理部、同生産センターの担当 

常務執行役員 宮崎 庄司 鉄鋼事業部門神戸製鉄所長 

執行役員 竹内 正道 機械事業部門産業機械事業部長 

執行役員 永良 哉 鉄鋼事業部門企画管理部、原料部の担当 

執行役員 西村 悟 

鉄鋼事業部門線材条鋼営業部、厚板営業部の担当、同線材

条鋼分野海外拠点の担当 

執行役員 平田 誠二 

アルミ・銅事業部門企画管理部、原料部の担当、同銅板事業

の担当、同アルミ板事業について担当役員を支援 

執行役員 岩本 浩樹 

機械事業部門圧縮機事業部副事業部長、同圧縮機事業部

回転機本部長 

執行役員 中村 昭二 

鉄鋼事業部門線材条鋼商品技術部、厚板商品技術部、薄

板商品技術部の担当 

執行役員 森 啓之 

鉄鋼事業部門鋳鍛鋼事業部、同チタン本部、同鉄粉本部の

担当、同素形材企画部長 

執行役員 後藤 有一郎 

環境防災部、ものづくり推進部、ＩＴ企画部の担当、全社シス

テムの担当、技術開発本部開発企画部長 

    

＜技監＜技監＜技監＜技監（役員待遇）（役員待遇）（役員待遇）（役員待遇）＞＞＞＞    

役職名 氏名 委嘱業務 

技監 橋本 公男 電力事業部門真岡建設本部長 
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２．２．２．２．2017201720172017 年年年年 4444 月月月月 1111 日付役員人事について日付役員人事について日付役員人事について日付役員人事について    

氏名 現役職名 

現委嘱業務 

（3 月 1 日現在） 

新役職名 

(4 月 1 日) 

新委嘱業務 

(4 月 1 日) 

川崎 博也 

代表取締役 

会長兼社長 

 （同左）  

尾上 善則 

代表取締役 

副社長執行役員 

鉄鋼事業部門長 （同左） （同左） 

金子 明 

代表取締役 

副社長執行役員 

アルミ・銅事業部門長 （同左） （同左） 

梅原 尚人 

代表取締役 

副社長執行役員 

監査部、秘書広報部、総

務部、法務部、人事労政

部、経営企画部（除く輸

送機材事業企画室）、ＩＴ

企画部、経理部、財務

部、営業企画部、建設技

術部、ラグビー部支援

室、電力事業部門、支

社・支店（高砂製作所を

含む）、海外拠点（本社

所管）の総括、全社コン

プライアンス、全社システ

ムの総括 

（同左） 

監査部、秘書広報部、総

務部、法務部、人事労政

部、経営企画部（除く自

動 車 軽 量 化 事 業 企 画

室）、経理部、財務部、

営業企画部、建設技術

部、ラグビー部支援室、

電力事業部門、支社・支

店 （ 高 砂 製 作 所 を 含

む）、海外拠点（本社所

管）の総括、全社コンプ

ライアンスの総括 

眞部 晶平 

取締役 

専務執行役員 

エンジニアリング事業部

門長 

（同左） （同左） 

輿石 房樹 

取締役 

専務執行役員 

溶接事業部門長 （同左） （同左） 

山口 貢 

取締役 

専務執行役員 

機械事業部門長 

代表取締役 

副社長執行役員 

（同左） 

三宅 俊也 

取締役 

常務執行役員 

全社技術開発の総括、

環境防災部、経営企画

部（輸送機材事業企画

室）、ものづくり推進部の

総括、技術開発本部長 

取締役 

専務執行役員 

全社技術開発の総括、

環境防災部、ものづくり

推進部、ＩＴ企画部の総

括、全社システムの総

括、技術開発本部長 

楢木 一秀 

取締役 

（非常勤） 

コベルコ建機㈱ 

代表取締役社長 

（同左） （同左） 

藤原 寛明 

取締役 

（監査等委員） 

 （同左）  

山本 敬藏 

取締役 

（監査等委員） 

 （同左）  

北畑 隆生 社外取締役  （同左）  

越智 洋 社外取締役  （同左）  
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氏名 現役職名 

現委嘱業務 

（3 月 1 日現在） 

新役職名 

(4 月 1 日) 

新委嘱業務 

(4 月 1 日) 

沖本 隆史 

社外取締役 

（監査等委員） 

 （同左）  

宮田 賀生 

社外取締役 

（監査等委員） 

 （同左）  

千森 秀郎 

社外取締役 

（監査等委員） 

 （同左）  

     

大濱 敬織 専務執行役員 

機械事業部門圧縮機事

業部長 

（同左） （同左） 

宮下 幸正 専務執行役員 

鉄鋼事業部門営業総括

部、資材部の担当、同営

業全般の担当 

（同左） （同左） 

森地 高文 専務執行役員 

秘書広報部、総務部、人

事労政部（除く安全管

理、ＱＣ支援）、営業企

画部、建設技術部、ラグ

ビー部支援室、支社・支

店（高砂製作所を含む）

の担当 

（同左） 

社長付（神鋼商事㈱顧

問） 

水口 誠 専務執行役員 

鉄鋼事業部門線材条鋼

商品技術部、厚板商品

技術部、薄板商品技術

部の担当 

（同左） 

経営企画部（自動車軽

量化事業企画室）、技術

開発本部自動車ソリュー

ションセンターの担当、

全社自動車プロジェクト

の担当 

柴田 耕一朗 専務執行役員 

鉄鋼事業部門鋼材生産

全般の担当、同加古川

製鉄所長 

（同左） （同左） 

加藤 宏 常務執行役員 

アルミ・銅事業部門企画

管理部、原料部の担当、

同アルミ板事業の担当 

（同左） 

アルミ・銅事業部門長付

（神鋼商事㈱顧問） 

藤井 拓己 常務執行役員 

アルミ・銅事業部門鋳鍛

事業、押出事業の担当、

同環境防災、安全管理

全般の担当 

（同左） （同左） 

森崎 計人 常務執行役員 

エンジニアリング事業部

門 安 全 品 質 環 境 管 理

部、同プロジェクトエンジ

ニアリングセンターの担

当、同原子力・ＣＷＤ本

部の担当 

（同左） （同左） 

石川 裕士 常務執行役員 

エンジニアリング事業部

門新鉄源本部、社会イン

フラ本部の担当、同市場

開発室の担当 

（同左） （同左） 
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氏名 現役職名 

現委嘱業務 

（3 月 1 日現在） 

新役職名 

(4 月 1 日) 

新委嘱業務 

(4 月 1 日) 

松原 弘明 常務執行役員 

鉄鋼事業部門素形材企

画部の担当、同鋳鍛鋼

事業部、同チタン本部、

同鉄粉本部の担当 

（同左） 

鉄鋼事業部門長付（コベ

ルコ鋼管㈱顧問） 

河原 一明 常務執行役員 経理部、財務部の担当 （同左） （同左） 

北川 二朗 常務執行役員 電力事業部門長 （同左） （同左） 

岡 欣彦 常務執行役員 

鉄鋼事業部門厚板営業

部、薄板営業部の担当、

同薄板分野海外拠点の

担当 

（同左） 

鉄鋼事業部門薄板営業

部の担当、同薄板分野

海外拠点の担当 

山本 浩司 常務執行役員 

環境防災部、人事労政

部 （ 安 全 管 理 、 Ｑ Ｃ 支

援）、ものづくり推進部、

鉄鋼事業部門技術総括

部、システム技術部、同

技術開発センターの担

当 

（同左） 

鉄鋼事業部門技術総括

部、システム技術部、同

技術開発センターの担

当、人事労政部（安全管

理）の担当 

大久保 安 執行役員 

監査部、法務部の担当、

全社コンプライアンスの

担当 

常務執行役員 

監査部、総務部、法務

部、ラグビー部支援室の

担当、全社コンプライア

ンスの担当 

磯野 誠昭 執行役員 

アルミ・銅事業部門技術

部の担当、同銅板事業、

ディスク事業の担当 

常務執行役員 

アルミ・銅事業部門技術

部の担当、同アルミ板事

業の担当 

勝川 四志彦 執行役員 

経営企画部（除く輸送機

材事業企画室）、ＩＴ企画

部の担当、全社システム

の担当、海外拠点（本社

所管）の担当 

常務執行役員 

秘書広報部、人事労政

部（除く安全管理）、経営

企画部（除く自動車軽量

化事業企画室）、営業企

画部、建設技術部、支

社・支店（高砂製作所を

含む）の担当、海外拠点

（本社所管）の担当 

山本 明 執行役員 

溶接事業部門生産セン

ターの担当、同企画管

理部長 

常務執行役員 

溶接事業部門企画管理

部、同生産センターの担

当 

宮崎 庄司 執行役員 

鉄鋼事業部門神戸製鉄

所長 

常務執行役員 （同左） 

竹内 正道 執行役員 

機械事業部門産業機械

事業部長 

（同左） （同左） 

永良 哉 執行役員 

鉄鋼事業部門原料部の

担当、同企画管理部長 

（同左） 

鉄鋼事業部門企画管理

部、原料部の担当 
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氏名 現役職名 

現委嘱業務 

（3 月 1 日現在） 

新役職名 

(4 月 1 日) 

新委嘱業務 

(4 月 1 日) 

西村 悟 執行役員 

鉄鋼事業部門線材条鋼

営業部の担当、同線材

条鋼分野海外拠点の担

当 

（同左） 

鉄鋼事業部門線材条鋼

営業部、厚板営業部の

担当、同線材条鋼分野

海外拠点の担当 

平田 誠二 

理事、アルミ・銅

事業部門企画管

理部長 

－ 執行役員 

アルミ・銅事業部門企画

管理部、原料部の担当、

同銅板事業の担当、同

アルミ板事業について担

当役員を支援 

岩本 浩樹 

理事、機械事業

部門圧縮機事業

部回転機本部長 

－ 執行役員 

機械事業部門圧縮機事

業部副事業部長、同圧

縮機事業部回転機本部

長 

中村 昭二 

鉄鋼事業部門薄

板商品技術部長 

－ 執行役員 

鉄鋼事業部門線材条鋼

商品技術部、厚板商品

技術部、薄板商品技術

部の担当 

森 啓之 

理事、鉄鋼事業

部門素形材企画

部長兼法務部コ

ンプライアンス統

括室担当部長 

－ 執行役員 

鉄鋼事業部門鋳鍛鋼事

業部、同チタン本部、同

鉄粉本部の担当、同素

形材企画部長 

後藤 有一郎 

技術開発本部開

発企画部長 

－ 執行役員 

環境防災部、ものづくり

推進部、ＩＴ企画部の担

当、全社システムの担

当、技術開発本部開発

企画部長 

橋本 公男 技監 

電力事業部門真岡建設

本部長 

（同左） （同左） 
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３．参考資料３．参考資料３．参考資料３．参考資料    

    

((((1111))))    取締役取締役取締役取締役の異動、及びの異動、及びの異動、及びの異動、及び新任取締役、昇任執行役員・新任執行役員につい新任取締役、昇任執行役員・新任執行役員につい新任取締役、昇任執行役員・新任執行役員につい新任取締役、昇任執行役員・新任執行役員についてててて    

    

＜＜＜＜取締役取締役取締役取締役の異動の異動の異動の異動＞＞＞＞    （（（（2017201720172017 年年年年 4444 月月月月 1111 日日日日））））    

氏名 現役職名 新役職名 

山口 貢 取締役専務執行役員 代表取締役副社長執行役員 

    

＜＜＜＜新任取締役新任取締役新任取締役新任取締役（監査等委（監査等委（監査等委（監査等委員である取締役を除く）員である取締役を除く）員である取締役を除く）員である取締役を除く）＞＞＞＞    （（（（2012012012017777 年年年年 6666 月下旬）月下旬）月下旬）月下旬）    

氏名 現役職名 新役職名 

馬場 宏之 － 社外取締役 

    

＜昇任執行役員＞＜昇任執行役員＞＜昇任執行役員＞＜昇任執行役員＞    （（（（2012012012017777 年年年年 4444 月月月月 1111 日）日）日）日）    

氏名 現役職名 新役職名 

山口 貢 取締役専務執行役員 代表取締役副社長執行役員 

三宅 俊也 取締役常務執行役員 取締役専務執行役員 

大久保 安 執行役員 常務執行役員 

磯野 誠昭 執行役員 常務執行役員 

勝川 四志彦 執行役員 常務執行役員 

山本 明 執行役員 常務執行役員 

宮崎 庄司 執行役員 常務執行役員 

 

＜新任執行役員＞＜新任執行役員＞＜新任執行役員＞＜新任執行役員＞    （（（（2012012012017777 年年年年 4444 月月月月 1111 日）日）日）日）    

氏名 現役職名 新役職名 

平田 誠二 

理事、アルミ・銅事業部門企画管理部

長 

執行役員 

岩本 浩樹 

理事、機械事業部門圧縮機事業部回

転機本部長 

執行役員 

中村 昭二 鉄鋼事業部門薄板商品技術部長 執行役員 

森 啓之 

理事、鉄鋼事業部門素形材企画部長

兼法務部コンプライアンス統括室担当

部長 

執行役員 

後藤 有一郎 技術開発本部開発企画部長 執行役員 

    

(2(2(2(2))))    退任取締役、退任執行役員につい退任取締役、退任執行役員につい退任取締役、退任執行役員につい退任取締役、退任執行役員についてててて    

    

＜退任取＜退任取＜退任取＜退任取締役（監査等委員である取締役を除く）締役（監査等委員である取締役を除く）締役（監査等委員である取締役を除く）締役（監査等委員である取締役を除く）＞＞＞＞    （（（（2017201720172017 年年年年 6666 月下旬）月下旬）月下旬）月下旬）    

氏名 現役職名 退任後役職名 

越智 洋 社外取締役 － 
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＜退任執行役員＞＜退任執行役員＞＜退任執行役員＞＜退任執行役員＞    （（（（2012012012017777 年年年年 6666 月下旬）月下旬）月下旬）月下旬）    

氏名 現役職名 退任後役職名 

森地 高文 専務執行役員 

神鋼商事㈱ 代表取締役社長 

㈱神戸製鋼所 顧問（非常勤） 

加藤 宏 常務執行役員 神鋼商事㈱ 取締役・専務執行役員 

松原 弘明 常務執行役員 コベルコ鋼管㈱ 代表取締役社長 
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(3(3(3(3))))    略歴書（略歴書（略歴書（略歴書（新任取締役、新任執行役員新任取締役、新任執行役員新任取締役、新任執行役員新任取締役、新任執行役員））））    

    

氏　　名：　 馬場　宏之（ばんば　ひろゆき）

生年月日：　 昭和29年 1月 27日

出 身 地：　 京都府

学    歴：　 昭和51年3月　京都大学工学部卒

主な職歴：　 昭 和 51 年 4 月 　住友ゴム工業㈱　入社

平 成 12 年 3 月 　同社　取締役

平 成 15 年 3 月 　同社　執行役員

平 成 15 年 7 月 　ＳＲＩスポーツ㈱（現、ダンロップスポーツ㈱）

代表取締役社長

平 成 23 年 3 月 　同社　代表取締役会長

平 成 25 年 3 月 　同社　取締役会長 

平 成 27 年 3 月 同社　相談役

略 歴 書

株式会社　神戸製鋼所
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氏　　名：　 平田　誠二（ひらた　せいじ）

生年月日：　 昭和37年10月15日

出 身 地：　 奈良県

学    歴：　 昭和61年3月　京都大学法学部卒

入    社：　 昭和61年 4月 1日

社 内 歴：　 平成21年 4月 1日 アルミ・銅カンパニー真岡製造所総務部長

平成23年 7月 1日 アルミ・銅事業部門真岡製造所総務部長

兼アルミ・銅事業部門企画管理部担当部長

平成23年7月16日 アルミ・銅事業部門企画管理部担当部長

平成24年 4月 1日 アルミ・銅事業部門企画管理部長

平成27年 4月 1日 理事、アルミ・銅事業部門企画管理部長

略 歴 書

株式会社　神戸製鋼所
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氏　　名：　 岩本　浩樹（いわもと　ひろき）

生年月日：　 昭和37年12月19日

出 身 地：　 東京都

学    歴：　 昭和60年3月　早稲田大学政治経済学部経済学科卒

入    社：　 昭和60年 4月 1日

社 内 歴：　 平成20年 4月 1日 機械エンジニアリングカンパニー企画管理部付（部長待遇）

（神鋼圧縮機製造(上海)有限公司　代表総経理）【平成19年10月就任】

平成22年 7月 1日 機械事業部門圧縮機事業部汎用圧縮機統括部長

兼機械事業部門圧縮機事業部汎用圧縮機統括部海外事業推進室長

平成26年 4月 1日 理事、機械事業部門圧縮機事業部汎用圧縮機本部長

兼機械事業部門圧縮機事業部汎用圧縮機本部統括部長

平成28年 4月 1日 理事、機械事業部門圧縮機事業部回転機本部長

略 歴 書

株式会社　神戸製鋼所
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氏　　名：　 中村　昭二（なかむら　しょうじ）

生年月日：　 昭和38年 4月 4日

出 身 地：　 兵庫県

学    歴：　 昭和63年3月　姫路工業大学大学院工学研究科金属材料工学専攻修士課程修了

入    社：　 昭和63年 4月 1日

社 内 歴：　 平成23年 4月 1日 鉄鋼事業部門加古川製鉄所薄板部薄板技術管理室長（部長待遇）

平成24年 4月 1日 鉄鋼事業部門加古川製鉄所薄板部長

平成26年 4月 1日 鉄鋼事業部門薄板商品技術部長

略 歴 書

株式会社　神戸製鋼所
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氏　　名：　 森　啓之（もり　ひろゆき）

生年月日：　 昭和38年 9月 2日

出 身 地：　 大阪府

学    歴：　 平成元年3月　福井大学大学院工学研究科産業機械工学専攻修士課程修了

入    社：　 平成元年4月 1日

社 内 歴：　 平成22年 4月 1日 鉄鋼事業部門鋳鍛鋼事業部技術開発部製品技術室長（部長待遇）

平成23年 4月 1日 鉄鋼事業部門鋳鍛鋼事業部技術開発部長

平成26年 4月 1日 鉄鋼事業部門鋳鍛鋼事業部鋳鍛統括部長

兼法務部コンプライアンス統括室担当部長

平成27年 4月 1日 鉄鋼事業部門素形材企画部長

兼鉄鋼事業部門鋳鍛鋼事業部鋳鍛企画室長

兼法務部コンプライアンス統括室担当部長

平成28年 4月 1日 理事、鉄鋼事業部門素形材企画部長

兼法務部コンプライアンス統括室担当部長

略 歴 書

株式会社　神戸製鋼所
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氏　　名：　 後藤　有一郎（ごとう　ゆういちろう）

生年月日：　 昭和39年7月17日

出 身 地：　 静岡県

学    歴：　 平成2年3月　静岡大学大学院工学研究科電子工学専攻修士課程修了

入    社：　 平 成 2 年 4月 1日

社 内 歴：　 平成24年 4月 1日 技術開発本部生産システム研究所長

平成28年 4月 1日 技術開発本部開発企画部長

略 歴 書

株式会社　神戸製鋼所
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(4(4(4(4))))    理事の任用につい理事の任用につい理事の任用につい理事の任用についてててて    

    

＜新任理事＞＜新任理事＞＜新任理事＞＜新任理事＞    （（（（2017201720172017 年年年年 4444 月月月月 1111 日）日）日）日） 

氏名 現役職名 (兼務は部長以上のみ記載) 

中村 学 人事労政部長 

木本 和彦 鉄鋼事業部門営業総括部長 

北山 修二 鉄鋼事業部門神戸製鉄所副所長 

中野 茂 

アルミ・銅事業部門アルミ押出・加工品営業部長 

兼アルミ・銅事業部門鋳鍛営業部長 

谷川 正樹 アルミ・銅事業部門真岡製造所長 

    

((((5555))))    研究首席の任命について研究首席の任命について研究首席の任命について研究首席の任命について    

    

＜新任研究首席＞＜新任研究首席＞＜新任研究首席＞＜新任研究首席＞    （（（（2017201720172017 年年年年 4444 月月月月 1111 日）日）日）日） 

氏名 現役職名 4 月 1 日役職名 

佐藤 俊樹 技術開発本部材料研究所専門部長 技術開発本部材料研究所研究首席 

高枩 弘行 

技術開発本部生産システム研究所

専門部長 

技術開発本部生産システム研究所研

究首席 

 

以 上



 

取締役取締役取締役取締役

＜４月１日付＞

新役職名 新役職名 氏名

代表取締役

会長兼社長

川崎　博也 （同左）

代表取締役

会長兼社長

川崎　博也

代表取締役

副社長執行役員

尾上　善則 鉄鋼事業部門長 （同左） （同左）

代表取締役

副社長執行役員

尾上　善則 鉄鋼事業部門長

代表取締役

副社長執行役員

金子　明 アルミ・銅事業部門長 （同左） （同左）

代表取締役

副社長執行役員

金子　明 アルミ・銅事業部門長

代表取締役

副社長執行役員

梅原　尚人

監査部、秘書広報部、総務部、法務部、人事労政部、経営企画部

（除く輸送機材事業企画室）、ＩＴ企画部、経理部、財務部、営業企

画部、建設技術部、ラグビー部支援室、電力事業部門、支社・支

店（高砂製作所を含む）、海外拠点（本社所管）の総括、全社コン

プライアンス、全社システムの総括

（同左）

監査部、秘書広報部、総務部、法務部、人事労政部、経営企画部

（除く自動車軽量化事業企画室）、経理部、財務部、営業企画部、

建設技術部、ラグビー部支援室、電力事業部門、支社・支店（高砂

製作所を含む）、海外拠点（本社所管）の総括、全社コンプライアン

スの総括

代表取締役

副社長執行役員

梅原　尚人

監査部、秘書広報部、総務部、法務部、人事労政部、経営企画部

（除く自動車軽量化事業企画室）、経理部、財務部、営業企画部、

建設技術部、ラグビー部支援室、電力事業部門、支社・支店（高砂

製作所を含む）、海外拠点（本社所管）の総括、全社コンプライアン

スの総括

取締役

専務執行役員

眞部　晶平 エンジニアリング事業部門長 （同左） （同左）

代表取締役

副社長執行役員

山口　貢 機械事業部門長

取締役

専務執行役員

輿石　房樹 溶接事業部門長 （同左） （同左）

取締役

専務執行役員

眞部　晶平 エンジニアリング事業部門長

取締役

専務執行役員

山口　貢 機械事業部門長

代表取締役

副社長執行役員

（同左）

取締役

専務執行役員

輿石　房樹 溶接事業部門長

取締役

常務執行役員

三宅　俊也

全社技術開発の総括、環境防災部、経営企画部（輸送機材事業

企画室）、ものづくり推進部の総括、技術開発本部長

取締役

専務執行役員

全社技術開発の総括、環境防災部、ものづくり推進部、ＩＴ企画部

の総括、全社システムの総括、技術開発本部長

取締役

専務執行役員

三宅　俊也

全社技術開発の総括、環境防災部、ものづくり推進部、ＩＴ企画部

の総括、全社システムの総括、技術開発本部長

取締役

（非常勤）

楢木　一秀 コベルコ建機株式会社　代表取締役社長 （同左） （同左）

取締役

（非常勤）

楢木　一秀 コベルコ建機株式会社　代表取締役社長

取締役

（監査等委員）

藤原　寛明 （同左）

取締役

（監査等委員）

藤原　寛明

取締役

（監査等委員）

山本　敬藏 （同左）

取締役

（監査等委員）

山本　敬藏

社外取締役 北畑　隆生 （同左） 社外取締役 北畑　隆生

社外取締役 越智　洋 （同左） 退任 社外取締役 馬場　宏之

社外取締役

（監査等委員）

沖本　隆史 （同左）

社外取締役

（監査等委員）

沖本　隆史

社外取締役

（監査等委員）

宮田　賀生 （同左）

社外取締役

（監査等委員）

宮田　賀生

社外取締役

（監査等委員）

千森　秀郎 （同左）

社外取締役

（監査等委員）

千森　秀郎

委嘱業務　（内定）現役職名 氏名 現委嘱業務　（３月１日現在） 委嘱業務 株主総会終了後

＜株主総会終了後＞

３／７



 

執行役員　（除く取締役）執行役員　（除く取締役）執行役員　（除く取締役）執行役員　（除く取締役）

＜４月１日付＞

新役職名 新役職名 氏名

専務執行役員 大濱　敬織 機械事業部門圧縮機事業部長 （同左） （同左） 専務執行役員 大濱　敬織 機械事業部門圧縮機事業部長

専務執行役員 宮下　幸正 鉄鋼事業部門営業総括部、資材部の担当、同営業全般の担当 （同左） （同左） 専務執行役員 宮下　幸正 鉄鋼事業部門営業総括部、資材部の担当、同営業全般の担当

専務執行役員 森地　高文

秘書広報部、総務部、人事労政部（除く安全管理、ＱＣ支援）、営

業企画部、建設技術部、ラグビー部支援室、支社・支店（高砂製

作所を含む）の担当

（同左） 社長付（神鋼商事㈱顧問）

退任（神鋼商事㈱ 代

表取締役社長、㈱神

戸製鋼所 顧問（非常

勤））

専務執行役員 水口　誠

経営企画部（自動車軽量化事業企画室）、技術開発本部自動車ソ

リューションセンターの担当、全社自動車プロジェクトの担当

専務執行役員 水口　誠

鉄鋼事業部門線材条鋼商品技術部、厚板商品技術部、薄板商品

技術部の担当

（同左）

経営企画部（自動車軽量化事業企画室）、技術開発本部自動車ソ

リューションセンターの担当、全社自動車プロジェクトの担当

専務執行役員 柴田　耕一朗 鉄鋼事業部門鋼材生産全般の担当、同加古川製鉄所長

専務執行役員 柴田　耕一朗 鉄鋼事業部門鋼材生産全般の担当、同加古川製鉄所長 （同左） （同左） 常務執行役員 藤井　拓己

アルミ・銅事業部門鋳鍛事業、押出事業の担当、同環境防災、安

全管理全般の担当

常務執行役員 加藤　宏

アルミ・銅事業部門企画管理部、原料部の担当、同アルミ板事業

の担当

（同左） アルミ・銅事業部門長付（神鋼商事㈱顧問）

退任（神鋼商事㈱ 取

締役・専務執行役員）

常務執行役員 森崎　計人

エンジニアリング事業部門安全品質環境管理部、同プロジェクトエ

ンジニアリングセンターの担当、同原子力・ＣＷＤ本部の担当

常務執行役員 藤井　拓己

アルミ・銅事業部門鋳鍛事業、押出事業の担当、同環境防災、安

全管理全般の担当

（同左） （同左） 常務執行役員 石川　裕士

エンジニアリング事業部門新鉄源本部、社会インフラ本部の担当、

同市場開発室の担当

常務執行役員 森崎　計人

エンジニアリング事業部門安全品質環境管理部、同プロジェクトエ

ンジニアリングセンターの担当、同原子力・ＣＷＤ本部の担当

（同左） （同左） 常務執行役員 河原　一明 経理部、財務部の担当

常務執行役員 石川　裕士

エンジニアリング事業部門新鉄源本部、社会インフラ本部の担当、

同市場開発室の担当

（同左） （同左） 常務執行役員 北川　二朗 電力事業部門長

常務執行役員 松原　弘明

鉄鋼事業部門素形材企画部の担当、同鋳鍛鋼事業部、同チタン

本部、同鉄粉本部の担当

（同左） 鉄鋼事業部門長付（コベルコ鋼管㈱顧問）

退任（コベルコ鋼管㈱

代表取締役社長）

常務執行役員 岡　欣彦 鉄鋼事業部門薄板営業部の担当、同薄板分野海外拠点の担当

常務執行役員 河原　一明 経理部、財務部の担当 （同左） （同左） 常務執行役員 山本　浩司

鉄鋼事業部門技術総括部、システム技術部、同技術開発センター

の担当、人事労政部（安全管理）の担当

常務執行役員 北川　二朗 電力事業部門長 （同左） （同左） 常務執行役員 大久保　安

監査部、総務部、法務部、ラグビー部支援室の担当、全社コンプラ

イアンスの担当

常務執行役員 岡　欣彦

鉄鋼事業部門厚板営業部、薄板営業部の担当、同薄板分野海外

拠点の担当

（同左） 鉄鋼事業部門薄板営業部の担当、同薄板分野海外拠点の担当 常務執行役員 磯野　誠昭 アルミ・銅事業部門技術部の担当、同アルミ板事業の担当

常務執行役員 山本　浩司

環境防災部、人事労政部（安全管理、ＱＣ支援）、ものづくり推進

部、鉄鋼事業部門技術総括部、システム技術部、同技術開発セン

ターの担当

（同左）

鉄鋼事業部門技術総括部、システム技術部、同技術開発センター

の担当、人事労政部（安全管理）の担当

常務執行役員 勝川　四志彦

秘書広報部、人事労政部（除く安全管理）、経営企画部（除く自動

車軽量化事業企画室）、営業企画部、建設技術部、支社・支店（高

砂製作所を含む）の担当、海外拠点（本社所管）の担当

執行役員 大久保　安 監査部、法務部の担当、全社コンプライアンスの担当 常務執行役員

監査部、総務部、法務部、ラグビー部支援室の担当、全社コンプラ

イアンスの担当

常務執行役員 山本　明 溶接事業部門企画管理部、同生産センターの担当

執行役員 磯野　誠昭

アルミ・銅事業部門技術部の担当、同銅板事業、ディスク事業の担

当

常務執行役員 アルミ・銅事業部門技術部の担当、同アルミ板事業の担当 常務執行役員 宮崎　庄司 鉄鋼事業部門神戸製鉄所長

執行役員 勝川　四志彦

経営企画部（除く輸送機材事業企画室）、ＩＴ企画部の担当、全社

システムの担当、海外拠点（本社所管）の担当

常務執行役員

秘書広報部、人事労政部（除く安全管理）、経営企画部（除く自動

車軽量化事業企画室）、営業企画部、建設技術部、支社・支店（高

砂製作所を含む）の担当、海外拠点（本社所管）の担当

執行役員 竹内　正道 機械事業部門産業機械事業部長

執行役員 山本　明 溶接事業部門生産センターの担当、同企画管理部長 常務執行役員 溶接事業部門企画管理部、同生産センターの担当 執行役員 永良　哉 鉄鋼事業部門企画管理部、原料部の担当

執行役員 宮崎　庄司 鉄鋼事業部門神戸製鉄所長 常務執行役員 （同左） 執行役員 西村　悟

鉄鋼事業部門線材条鋼営業部、厚板営業部の担当、同線材条鋼

分野海外拠点の担当

執行役員 竹内　正道 機械事業部門産業機械事業部長 （同左） （同左） 執行役員 平田　誠二

アルミ・銅事業部門企画管理部、原料部の担当、同銅板事業の担

当、同アルミ板事業について担当役員を支援

執行役員 永良　哉 鉄鋼事業部門原料部の担当、同企画管理部長 （同左） 鉄鋼事業部門企画管理部、原料部の担当 執行役員 岩本　浩樹

機械事業部門圧縮機事業部副事業部長、同圧縮機事業部回転機

本部長

執行役員 西村　悟

鉄鋼事業部門線材条鋼営業部の担当、同線材条鋼分野海外拠

点の担当

（同左）

鉄鋼事業部門線材条鋼営業部、厚板営業部の担当、同線材条鋼

分野海外拠点の担当

執行役員 中村　昭二

鉄鋼事業部門線材条鋼商品技術部、厚板商品技術部、薄板商品

技術部の担当

－ 平田　誠二 理事、アルミ・銅事業部門企画管理部長 執行役員

アルミ・銅事業部門企画管理部、原料部の担当、同銅板事業の担

当、同アルミ板事業について担当役員を支援

執行役員 森　啓之

鉄鋼事業部門鋳鍛鋼事業部、同チタン本部、同鉄粉本部の担当、

同素形材企画部長

－ 岩本　浩樹 理事、機械事業部門圧縮機事業部回転機本部長 執行役員

機械事業部門圧縮機事業部副事業部長、同圧縮機事業部回転機

本部長

執行役員 後藤　有一郎

環境防災部、ものづくり推進部、ＩＴ企画部の担当、全社システムの

担当、技術開発本部開発企画部長

－ 中村　昭二 鉄鋼事業部門薄板商品技術部長 執行役員

鉄鋼事業部門線材条鋼商品技術部、厚板商品技術部、薄板商品

技術部の担当

－ 森　啓之

理事、鉄鋼事業部門素形材企画部長兼法務部コンプライアンス統

括室担当部長

執行役員

鉄鋼事業部門鋳鍛鋼事業部、同チタン本部、同鉄粉本部の担当、

同素形材企画部長

技監 橋本　公男 電力事業部門真岡建設本部長

－ 後藤　有一郎 技術開発本部開発企画部長 執行役員

環境防災部、ものづくり推進部、ＩＴ企画部の担当、全社システムの

担当、技術開発本部開発企画部長

技監 橋本　公男 電力事業部門真岡建設本部長 （同左） （同左）

現役職名 氏名 現委嘱業務　（３月１日現在） 委嘱業務 株主総会終了後

＜株主総会終了後＞

委嘱業務　（内定）

 




