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  2019年２月１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) 

 
代表執行役および執行役の異動に関するお知らせ 

 
当社は、本日、取締役会において、以下のとおり代表執行役および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 

2019年度から新中期経営計画がスタートするのにあわせ、代表執行役社長の交代と役員体制の一

新、並びに組織改革を行うことで、経営計画に掲げる目標達成に向けた取り組みを加速し、さらなる

飛躍をめざすものです。 

 

２．異動の内容 

（１） 代表執行役（2019年４月１日付） 

役名 氏名 
現役名・委嘱業務 

（2019年２月１日現在） 

代表執行役 執行役社長 
佐藤 光司 

（さとう こうじ） 

執行役常務 

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 

取締役副会長 
平木 明敏 

（ひらき あきとし） 

代表執行役 執行役社長 

兼 取締役 

― 
西家 憲一 

（にしいえ けんいち） 

代表執行役 執行役専務 

経営企画本部長 

兼 グループ会社監査役室長 
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【新任代表執行役 執行役社長の略歴】 

氏  名  佐藤 光司（さとう こうじ） 

出 身 地  大阪府 

生年月日  1961年７月11日生まれ 

最終学歴  1986年３月  京都大学大学院工学研究科冶金学専攻修士課程修了 

  
2002年８月 

 
カリフォルニア大学バークレー校 工学部材料科学科博

士課程修了 

略  歴  1987年４月  当社入社 

  2011年１月  日本エアロフォージ株式会社 代表取締役社長 

  2014年10月  当社 冶金研究所長 

  2016年１月  安来工場長 

  2017年４月  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 

  2018年４月  執行役常務 

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（現任） 

当社株式の所有株式数 ２千株（2019年1月末現在） 

 

 

 
（２） 執行役（2019年４月１日付） 

役名 氏名 
現役名・委嘱業務 

（2019年２月１日現在） 

執行役常務 
村上 和也 

（むらかみ かずや） 

執行役 

電線材料カンパニープレジデント 

兼 輸出管理室副室長 

執行役常務 
渡邉 洋 

（わたなべ ひろし） 

執行役 

素形材カンパニープレジデント 

兼 輸出管理室副室長 

執行役 
谷口 徹 

（たにぐち とおる） 
素形材カンパニー 自動車機器統括部長 

執行役 
増田 久己 

（ますだ ひさき） 
調達・VEC本部長 

執行役 
山本 徹 

（やまもと とおる） 

日立金属工具鋼株式会社 代表取締役社

長 
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【新任執行役の略歴】 

氏  名  谷口 徹（たにぐち とおる） 

出 身 地  茨城県 

生年月日  1968年４月５日生まれ 

最終学歴  1994年３月  東京大学工学部卒業 

略  歴  1994年４月  当社入社 

  2014年10月  安来工場 改革推進部長 

  2016年１月  Hitachi Metals Europe GmbH President 

  2017年10月  素形材カンパニー技術開発部長 

  2018年４月  素形材カンパニー自動車機器統括部長（現任） 

 

氏  名  増田 久己（ますだ ひさき） 

出 身 地  山口県 

生年月日  1963年６月２日生まれ 

最終学歴  1986年３月  山口大学経営学部卒業 

略  歴  1986年４月  当社入社 

  2014年４月  技術センター調達部長 

  2017年４月  調達・VEC本部長（現任） 

 

氏  名  山本 徹（やまもと とおる） 

出 身 地  大阪府 

生年月日  1965年２月９日生まれ 

最終学歴  1988年３月  大阪市立大学法学部卒業 

略  歴  1994年４月  当社入社 

  2010年３月  日立金属特殊鋼（東莞）有限公司 総経理 

  2015年４月  当社 特殊鋼カンパニー工具鋼統括部営業部長 

  2015年12月  日立金属工具鋼株式会社 代表取締役社長（現任） 

 

 
３．異動年月日 

2019年４月１日付 
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４．退任執行役（2019年３月31日付） 

氏名 現役名・委嘱業務（2019年２月１日現在） 

平木 明敏 代表執行役 執行役社長 兼 取締役 

西家 憲一 代表執行役 執行役専務 経営企画本部長 兼 グループ会社監査役室長 

大塚 眞弘 執行役 日立金属投資（中国）有限公司 董事長 兼 総経理 

正路 英一郎 執行役 営業本部長 

 

 

５．組織改革について 

 当社は、各事業における意思決定の自律性やスピードアップを目的に2001年度からカンパニー制を

導入するとともに、さまざまなM&Aや事業構造改革を実行し、成長を図ってきました。一方、市場環

境・顧客ニーズが大きく変化してきているなか、これまで以上に選択と集中による継続的なポートフ

ォリオの変革を加速するとともに、当社の独創的な技術を組み合わせ、お客様との協創により成長を

図ることが、より重要になってきています。 

 そこで2019年４月１日付けで、カンパニー制から事業本部制に移行することにより、当社が将来に

わたり注力する市場・ビジネスを主軸に据え、各事業間のシナジーを発揮できるよう組織の組み替え

を行うとともに、横串機能を高め、戦略性およびガバナンスの両面の強化をめざしていきます。 

具体的には、以下を行います。 

 

【組織改革の概要】 

１． ４カンパニー制から２事業本部制への移行 

市場・顧客ニーズや要素技術の共通性、及びシナジーの観点から２事業本部体制とする。 

（１） 金属材料事業本部 

溶解・鋳造技術を軸にエンジン自動車・輸送機器、電子材市場をターゲットとした事業

展開を行う。現在の特殊鋼カンパニー（軟磁性部材事業を除く）と素形材カンパニーに

属する事業で構成する。 

（２） 機能部材事業本部 

アッセンブリ技術を軸にxEV*・電装部品、産業インフラ市場をターゲットとした事業展

開を行う。現在の磁性材料カンパニー、電線材料カンパニーに属する事業および特殊鋼

カンパニー 軟磁性部材事業で構成する。 

*xEV: 電気自動車(EV)、ハイブリッド電気自動車(HEV)、プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)を

指しています。 

 

 

２． 横串機能の強化 

コーポレート部門の強化や事業本部間の人財交流を活性化し、事業運営・管理の向上、リソース

の有効活用を加速する。 
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（ご参考） 

日立金属株式会社 

2019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 
 佐藤 光司 

全社業務 

執行統括 
 

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 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 

執行役常務 村上 和也 事業管掌 
機能部材事業本部長 

兼 輸出管理室副室長 

執行役常務 渡邉 洋 事業管掌 
金属材料事業本部長 

兼 輸出管理室副室長 

執行役 赤田 良治 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 植村 典夫 事業管掌 
機能部材事業本部副本部長 

兼 パワーエレクトロニクス統括部長 

執行役 諏訪部 繁和 事業管掌 
機能部材事業本部副本部長 

兼 磁性材料統括部長 

執行役 谷口 徹 事業管掌 
金属材料事業本部副本部長 

兼 自動車鋳物統括部長 

執行役 長谷川 正人 技術管掌 技術開発本部長 

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 
金属材料事業本部副本部長 

兼 安来工場長 

執行役 増田 久己 管理管掌 経営企画本部長 

執行役 山本 徹 営業管掌 営業本部長 

 

以 上 


