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2020年 2月 21日 

各 位 

会 社 名 株式会社日立ハイテク 

代 表 者 名 執行役社長 宮﨑 正啓 

 （コード番号：8036、東証第一部） 

問い合せ先 CSR・コーポレートコミュニケーション部長

桑原 満 （電話：03-3504-7111） 

 

執行役の異動に関するお知らせ 

 

当社は、2020年 2月 21日開催の取締役会において、下記のとおり執行役の異動を決議しましたので、

お知らせいたします。 

 

記 

 

１．昇任 ＜2020年4月1日付 （  ）内は現職＞ 

代表執行役 

執行役副社長 
本田 穣慈 

（執行役専務 モノづくり戦略本部長 兼 

（株）日立ハイテクファインシステムズ 取締役社長） 

執行役専務 飯泉 孝 （執行役常務 CDO） 

執行役専務 石和 太 （執行役常務 ナノテクノロジーソリューション事業統括本部長） 

執行役常務 家次 晃 （執行役 CHRO 兼 CRO 兼 人事総務本部長） 

執行役常務 加藤 仁 （執行役 CSO） 

執行役常務 唐澤 和男 （執行役 CMO 兼 営業戦略本部長） 

 

２．新任 ＜2020年4月1日付 （  ）内は現職＞ 

執行役 小室 修 
（ナノテクノロジーソリューション事業統括本部副統括本部長 

兼 評価解析システム製品本部長） 

執行役 高木 由充 
（アナリティカルソリューション事業統括本部副統括本部長 

兼 医用システム営業本部長） 

執行役 橋本 成浩 
（日立ハイテクノロジーズアメリカ会社 Senior Vice President & 

CFO） 

 

３．退任 ＜2020年3月31日付 （  ）内は現職＞ 

池田 俊幸 （代表執行役執行役専務 CTO） 

田嶋 浩 （執行役常務 産業ソリューション事業統括本部長） 

 

（注）  CDO: Chief Digital Officer     CHRO: Chief Human Resources Officer   CRO: Chief Risk management Officer 

CSO: Chief Strategy Officer    CMO: Chief Marketing Officer          CFO: Chief Financial Officer 

    CTO: Chief Technology Officer 
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＜ご参考＞ 

 

１． 2020年4月1日付の当社執行体制は次のとおりとなります。 

 

役 名 氏 名 主 な 担 当 職 務 

代表執行役 

執行役社長 
宮﨑 正啓 経営執行統括 

代表執行役 

執行役副社長 
佐藤 真司 社長補佐（経営・営業戦略分野） 

代表執行役 

執行役副社長 
本田 穣慈 社長補佐（技術・モノづくり分野）、輸出管理責任者 

執行役専務 飯泉 孝 デジタル戦略、IR、Lumada事業、CDO兼Chief Lumada Officer 

執行役専務 石和 太 ナノテクノロジーソリューション事業、サービス事業 

執行役常務 桜井 真司 財務、貿易管理、CFO 

執行役常務 高木 幹夫 アナリティカルソリューション事業 

執行役常務 家次 晃 
人財、CSR、コーポレートコミュニケーション、法務、環境、 

内部統制、コンプライアンスリスク・マネジメント、CHRO兼CRO 

執行役常務 加藤 仁 経営企画・計画、グループ会社管理、営業戦略、CSO兼CMO 

執行役常務 唐澤 和男 産業ソリューション事業 

執行役 古賀 靖邦 EMEA地域 

執行役 三善 慶太 韓国地域 

執行役 高根 淳 モノづくり、品質保証、調達、Smart Transformation推進、CTrO 

執行役 谷口 昌弘 産業ソリューション事業 

執行役 禰寝 義人 研究開発、知的財産、新事業創生、CTO 

執行役 小室 修 ナノテクノロジーソリューション事業 

執行役 高木 由充 アナリティカルソリューション事業 

執行役 橋本 成浩 業務監査 

  

（注） CTrO: Chief Transformation Officer 
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２．新任執行役の略歴 

 

小室 修（こむろ おさむ）（1966年 6月 23日生） 

1991年4月 （株）日立製作所 入社 

2002年10月 当社 入社 

2014年7月 日立ハイテクノロジーズアメリカ会社 Semiconductor Metrology Division部長 

2016年4月 当社 電子デバイスシステム事業統括本部 

評価システム製品本部 電子線応用システム設計部長 

2018年4月 電子デバイスシステム事業統括本部評価システム製品本部長 

2019年12月 ナノテクノロジーソリューション事業統括本部 

副統括本部長 兼 評価解析システム製品本部長（現任） 

 

 

高木 由充（たかぎ よしみつ）（1967年3月27日生） 

1989年4月 （株）日立製作所 入社 

2002年2月 当社 入社 

2012年4月 科学・医用システム事業統括本部医用システム営業本部マーケティング部長 

2015年4月 科学・医用システム事業統括本部医用システム設計開発本部医用システム第三設計部長 

2016年10月 科学・医用システム事業統括本部医用システム製品本部長 

2019年4月 
アナリティカルソリューション事業統括本部 

副統括本部長 兼 医用システム営業本部長（現任） 

 

 

橋本 成浩（はしもと まさひろ）（1963年 7月 31日生） 

1986年4月 日製産業（株） 入社 

2005年4月 上海日立ハイテクノロジーズ会社 管理本部長 

2013年4月 当社 財務本部経理部長 

2016年4月 日立ハイテクノロジーズアメリカ会社 Senior Vice President & CFO（現任） 

 

以 上 


