
1 

 
  2018年２月 27日 

各 位 
会 社 名  日 立 金 属 株 式 会 社 

代表者名 執行役社長  平木 明敏 

 (ｺｰﾄﾞ番号 5486 東証第一部) 

問合わせ先 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ室長   南 達也 

(ＴＥＬ.０３-６７７４-３０７７) 

 
執行役の異動に関するお知らせ 

 
 
当社は、2018年２月27日開催の取締役会において、以下のとおり執行役の異動について決議いたしまし

たので、お知らせいたします。 

 
記 

 
１．異動の理由 

2018年４月１日以降の役員体制決定によるもの。 

 

２．異動の内容 

（１） 代表執行役（2018年４月１日付） 

該当事項無し 

 

（２） 執行役（2018年４月１日付） 

役名 氏名 
現役名・委嘱業務 

（2018年２月27日現在） 

代表執行役 

執行役常務 

西岡 宏明 

（にしおか ひろあき） 

代表執行役 執行役 

最高財務責任者 財務本部長 

執行役常務 
佐藤 光司 

（さとう こうじ） 

執行役 

特殊鋼カンパニープレジデント 

兼 輸出管理室副室長 

執行役常務 
田宮 直彦 

（たみや なおひこ） 

執行役 

人事総務本部長 

兼 コンプライアンス統括責任者 

執行役 
植村 典夫 

（うえむら のりお） 

日立金属三環磁材（南通）有限公司 

董事 兼 総経理 

執行役 
正路 英一郎 

（しょうじ えいいちろう） 
営業統括本部長 

執行役 
長谷川 正人 

（はせがわ まさと） 

執行役常務 

品質保証本部長 

執行役 
平野 健治 

（ひらの けんじ） 
特殊鋼カンパニー安来工場長 
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【新任執行役の略歴】 

氏  名  植村 典夫（うえむら のりお） 

出 身 地  東京都 

生年月日  1958年４月１７日生まれ 

最終学歴  1984年３月  日本大学大学院理工学研究科修了 

略  歴  1984年４月  当社入社 

  2011年６月  NEOMAXエンジニアリング株式会社代表取締役取締役社長 

  2015年10月  当社磁性材料カンパニー企画部長 

  2016年６月  磁性材料カンパニー中国プロジェクト推進部長 

  2016年11月  日立金属三環磁材（南通）有限公司董事 兼 総経理（現任） 

 

氏  名  正路 英一郎（しょうじ えいいちろう） 

出 身 地  東京都 

生年月日  1959年２月３日生まれ 

最終学歴  1981年３月  上智大学外国語学部卒業 

略  歴  1981年４月  当社入社 

  2014年４月  高級金属カンパニー企画部長 

  2016年１月  海外統括本部長 

  2017年４月  営業統括本部長（現任） 

 

氏  名  平野 健治（ひらの けんじ） 

出 身 地  大阪府 

生年月日  1961年11月15日生まれ 

最終学歴  1986年３月  大阪大学大学院工学研究科修了 

略  歴  1986年４月  住友特殊金属株式会社入社 

  2014年６月  株式会社NEOMAXマテリアル代表取締役社長 

  2016年４月  高級金属カンパニー電子材料統括部長 

兼 株式会社日立金属ネオマテリアル代表取締役社長 

  2017年４月  特殊鋼カンパニー安来工場長（現任） 

 
３．異動年月日 

2018年４月１日付 

 

４．退任執行役（2018年３月31日付） 

氏名 現役名・委嘱業務（2018年２月27日現在） 

佐坂 克郎 執行役 経営企画本部副本部長 兼 グループ会社監査役室長 

中野 英治 執行役 技術開発本部長 
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（ご参考） 

 

日立金属株式会社 

2018年４月１日付 執行役体制一覧 
 

役名 氏名 職務分掌 委嘱業務 

代表執行役 

執行役社長 
平木 明敏 

全社業務 

執行統括 
 

代表執行役 

執行役専務 
西家 憲一 管理管掌 

経営企画本部長 

兼 グループ会社監査役室長 

代表執行役 

執行役常務 
西岡 宏明 管理管掌 最高財務責任者 財務本部長 

執行役常務 佐藤 光司 事業、技術管掌 

特殊鋼カンパニープレジデント 

兼 技術開発本部長 

兼 輸出管理室副室長 

執行役常務 田宮 直彦 管理管掌 
人事総務本部長 

兼 コンプライアンス統括責任者 

執行役 赤田 良治 事業管掌 
磁性材料カンパニープレジデント 

兼 輸出管理室副室長 

執行役 植村 典夫 事業管掌 
パワーエレクトロニクスマテリアルズ事業 

推進室長 

執行役 大塚 眞弘 事業管掌 
日立金属投資（中国）有限公司 董事長 

兼 総経理 

執行役 正路 英一郎 営業管掌 営業本部長 

執行役 諏訪部 繁和 管理管掌 情報システム本部長 兼 熊谷事業所長 

執行役 長谷川 正人 技術管掌 品質保証本部長 

執行役 波多野 知行 事業管掌 
Hitachi Metals America, Ltd. 

Director, President & CEO 

執行役 平野 健治 事業管掌 
特殊鋼カンパニーバイスプレジデント 

兼 安来工場長 

執行役 村上 和也 事業管掌 
電線材料カンパニープレジデント 

兼 輸出管理室副室長 

執行役 渡邉 洋 事業管掌 
素形材カンパニープレジデント 

兼 輸出管理室副室長 

 

以 上 


