
 

平成 29年 4月 6日 
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問合わせ先  取締役総務本部長兼同総務部長兼企画部長 

吉 田 裕 彦 
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代表取締役の異動ならびに 

執行役員制度の導入および役員人事に関するお知らせ 

 

当社は、平成 29 年 4 月 6 日開催の取締役会において下記の通り代表取締役の異動ならびに執行役

員制度の導入および役員人事を内定いたしましたのでお知らせします。 

なお、正式には平成 29年 6月下旬開催予定の第 85回定時株主総会および株主総会終了後の取締役

会において決議する予定です。 

また、あわせて本年 6月 1日付の役員の委嘱業務の変更ならびに部長格以上の人事異動につきまし

てお知らせします。 

 

記 

 

１．代表取締役の異動（平成 29年 6月下旬開催予定の定時株主総会終了後） 

（１）異動の理由 

本年６月下旬開催予定の定時株主総会での役員改選に伴う新体制によるもの 

（２）代表取締役異動の内容 

就任予定代表取締役 

代表取締役 専務執行役員 髙木  功（現 常務取締役） 

退任予定代表取締役 

代表取締役専務      中川 裕文（退任後取締役就任予定） 

（３）就任予定代表取締役の略歴 

氏  名 髙木  功（たかぎ いさお） 

生年月日 昭和３３年 １月２８日生 

略  歴 昭和５７年 ４月 株式会社神戸製鋼所入社 

平成２５年 ４月 同社理事、鉄鋼事業部門鉄粉本部長 

平成２７年 ４月 当社顧問 

㈱テザックワイヤロープ顧問 

平成２７年 ６月 当社取締役 

平成２８年 ４月 当社ロープ事業部長（現任） 

㈱テザックワイヤロープ代表取締役社長（現任） 

平成２８年 ６月 当社常務取締役（現任） 

所有株式数 ２７，０００株 

 



 

 

 

２．執行役員制度の導入について 

（１）執行役員制度導入の目的 

業務に精通した有能な人材に執行役員として特定領域の業務執行を委ね、取締役が経営戦略・方

向性の決定および業務執行の監督に専念することで、経営と執行の分離、責任と権限の明確化、意

思決定の迅速化、コーポレートガバナンスの強化ができる経営体制へと移行する。 

 

（２）執行役員制度の概要 

① 執行役員の選任、解任および分担業務は、取締役会の決議による。 

② 取締役は執行役員を兼務できる。 

③ 執行役員の任期は 1年とし、再任を妨げないものとする。 

(ただし、導入初年度の任期は、平成 29 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会終了後の取締役

会から平成 30年 3月 31日までとする。) 

 

（３）執行役員制度の導入時期 

平成 29年 6月下旬開催予定の定時株主総会終了後の取締役会より導入する。 

 

３．取締役の異動（平成 29年 6月下旬開催予定の定時株主総会終了後） 

（１）退任予定取締役 

現役職 氏 名 退任後役職 

常務取締役 橋本 力男 顧問 

取締役 山口 和良 顧問 

取締役 石川 敬士 執行役員 

 

（２）取締役候補者 

新役職（予定） 氏 名 備 考 

代表取締役社長 藤井 晃二 再任（現 代表取締役社長） 

代表取締役 髙木  功 再任（現 常務取締役） 

取締役 谷川 文男 再任（現 取締役） 

取締役 平井 久嗣 再任（現 取締役） 

取締役 吉田 裕彦 再任（現 取締役） 

取締役 中川 裕文 再任（現 代表取締役専務） 

取締役（非常勤） 田中 崇公 再任（現 取締役） 

 

４．執行役員の選任（平成 29年 6月下旬開催予定の定時株主総会終了後の取締役会で選任） 

新役職 氏 名 現役職 

代表取締役社長 藤井 晃二 代表取締役社長 

代表取締役 専務執行役員 髙木  功 常務取締役 

取締役 常務執行役員 谷川 文男 取締役 

取締役 常務執行役員 平井 久嗣 取締役 

取締役 執行役員 吉田 裕彦 取締役 

執行役員 石川 敬士 取締役 

執行役員 徳重 啓司 ㈱神戸製鋼所鉄鋼事業部門加古川製鉄所計画管

理部担当役員補佐兼鉄鋼事業部門加古川製鉄所

設備部担当役員補佐 

執行役員 小池  磨 ㈱神戸製鋼所人事労政部付 

執行役員 岡﨑 達也 尼崎事業所副所長兼製造部長 

 



 

 

 

５．取締役の委嘱業務変更（平成 29年 6月 1日付） 

役 職 氏 名 新委嘱業務 現委嘱業務 

常務取締役 橋本 力男 社長付 尼崎事業所長ならびにコウセ

ンサービス㈱代表取締役社長 

取締役 山口 和良 社長付 営業部門の担当ならびにばね

特線事業部長ならびに神鋼鋼

線ステンレス㈱代表取締役社

長ならびに東京支店長ならび

に九州支店、営業所の担当、な

らびに神鋼鋼線(広州)販売有限

公司董事長 

取締役 谷川 文男 グループ品質管理の担当なら

びに技術開発本部の統括なら

びにロープ事業部尾上事業所

長ならびに尾上ロープ加工㈱

代表取締役社長 

グループ品質管理の担当なら

びに技術開発本部長ならびに

ロープ事業部尾上事業所長な

らびに尾上ロープ加工㈱代表

取締役社長 

取締役 石川 敬士 エンジニアリング事業部長な

らびに大阪支店長ならびにコ

ウセンサービス㈱代表取締役

社長 

エンジニアリング事業部長な

らびに大阪支店長 

取締役 平井 久嗣 PC 鋼線事業部長ならびに東

京支店長ならびに九州支店、

営業所の担当 

PC 鋼線事業部長ならびに㈱ケ

ーブルテック代表取締役社長 

 

６．管理職（部長格以上）の人事異動（平成 29年 6月 1日付） 

氏 名 新役職 現役職 

徳重 啓司 技術開発本部長兼同技術総括部長なら

びに尼崎事業所技術部の支援 

㈱神戸製鋼所鉄鋼事業部門加古川製鉄

所計画管理部担当役員補佐兼鉄鋼事業

部門加古川製鉄所設備部担当役員補佐 

小池  磨 ばね特線事業部長ならびに神鋼鋼線ス

テンレス㈱代表取締役社長ならびに神

鋼鋼線(広州)販売有限公司董事長 

㈱神戸製鋼所人事労政部付 

 

岡﨑 達也 尼崎事業所長兼同製造部長ならびに㈱

ケーブルテック代表取締役社長 

尼崎事業所副所長兼同製造部長 

笠井 経民 技術開発本部技術総括部担当部長 技術開発本部技術総括部長 

 



 

 

７．取締役および執行役員の委嘱業務（平成 29年 6月下旬開催予定の定時株主総会終了後） 

役 職  氏 名 新委嘱業務 平成 29年 6月 1日付 

委嘱業務および担当業務 

代表取締役社長  藤井 晃二   

代表取締役 

専務執行役員 

昇任 

 

髙木  功 社長補佐、関係子会社の統括な

らびにロープ事業部長ならび

に㈱テザックワイヤロープ代

表取締役社長ならびに㈱テザ

ック神鋼ワイヤロープ代表取

締役社長 

ロープ事業部長ならびに㈱テ

ザックワイヤロープ代表取締

役社長 

取締役 

常務執行役員 

昇任 谷川 文男 技術開発本部の統括ならびに

ロープ事業部尾上事業所長な

らびに尾上ロープ加工㈱代表

取締役社長 

グループ品質管理の担当なら

びに技術開発本部の統括なら

びにロープ事業部尾上事業所

長ならびに尾上ロープ加工㈱

代表取締役社長 

取締役 

常務執行役員 

昇任 平井 久嗣 特殊鋼線関連事業およびエン

ジニアリング事業部の統括な

らびにPC鋼線事業部長ならび

に東京支店長ならびに九州支

店、営業所の担当 

PC 鋼線事業部長ならびに東

京支店長ならびに九州支店、

営業所の担当 

取締役 

執行役員 

 吉田 裕彦 グループコンプライアンスの

担当ならびに総務本部長兼同

総務部長兼企画部長 

グループコンプライアンスの

担当ならびに総務本部長兼同

総務部長兼企画部長 

取締役  中川 裕文 営業部門の統括 社長補佐、営業部門の統括な

らびに関係子会社の統括なら

びに㈱テザック神鋼ワイヤロ

ープ代表取締役社長 

取締役（非常勤）  田中 崇公 社外取締役 社外取締役 

執行役員  石川 敬士 エンジニアリング事業部長な

らびに大阪支店長ならびにコ

ウセンサービス㈱代表取締役

社長 

エンジニアリング事業部長な

らびに大阪支店長ならびにコ

ウセンサービス㈱代表取締役

社長 

執行役員 新任 徳重 啓司 グループ品質管理の担当なら

びに技術開発本部長兼同技術

総括部長ならびに尼崎事業所

技術部の支援 

技術開発本部長兼同技術総括

部長ならびに尼崎事業所技術

部の支援 

執行役員 新任 小池  磨 ばね特線事業部長ならびに神

鋼鋼線ステンレス㈱代表取締

役社長ならびに神鋼鋼線(広州)

販売有限公司董事長 

ばね特線事業部長ならびに神

鋼鋼線ステンレス㈱代表取締

役社長ならびに神鋼鋼線(広

州)販売有限公司董事長 

執行役員 新任 岡﨑 達也 尼崎事業所長兼同製造部長な

らびに㈱ケーブルテック代表

取締役社長 

尼崎事業所長兼同製造部長な

らびに㈱ケーブルテック代表

取締役社長 

以 上 

 

 


