
 

２０２３年 ３月１５日 

各  位 

会 社 名 平田機工株式会社 

代表者名 代表取締役社長 平田 雄一郎 

       （コード番号：６２５８） 

問合せ先 取締役常務執行役員  

管理本部長 

兼 内部統制・SDGs担当 藤本 靖博 

       （電話 ０９６－２７２－５５５８） 

（URL https://www.hirata.co.jp） 

 

役員の異動に関するお知らせ 

 

  当社は、本日開催の取締役会において、２０２３年６月２３日開催予定の当社第７２回定時株主総会（以下、「本定

時株主総会」）に付議する役員の選任等について決定致しましたのでお知らせ致します。 

  また、２０２３年４月１日付の執行役員の異動および管掌事項についても決定致しましたので併せてお知らせ致

します。 

 

記 

 

Ⅰ． 取締役 

   １． 取締役候補者 （本定時株主総会付議事項） 

氏名 区分 

平田  雄一郎 ※ 重任 

平田  正治郎 ※ 重任 

前田  繁     ※ 重任 

小﨑  勝     ※ 重任 

西村  茂春   ※ 新任 

二宮  秀樹   ※ 新任 

小川  暁 重任 ・ 社外取締役 

小山  珠美 重任 ・ 社外取締役 

上田  亮子 重任 ・ 社外取締役 

        （注） ※印が付された者は、執行役員を兼務する取締役候補者です。  

 

 

   ２． 監査等委員である取締役候補者 （本定時株主総会付議事項） 

氏名 区分 

元田  直邦 新任 ・ 社外取締役 

今村  憲 新任 ・ 社外取締役 

遠藤  恭彦 新任 ・ 社外取締役 

岡部  麻子 新任 ・ 社外取締役 

 



 

   ３． 退任予定取締役 （２０２３年６月２３日退任予定） 

氏名 現職 

藤本  靖博 取締役 

         （注） 藤本靖博氏は退任後、当社顧問に就任予定です。 

 

 

   ４． 新任取締役候補者の略歴 

      氏 名   西村 茂春 （ニシムラ シゲハル）  １９68年１２月４日生 

      経 歴   19８７年 ４月   当社入社 

              ２０１６年 ４月   事業本部 装置事業部 システム機器部長 

              ２０１８年 ４月   同 装置事業部長代理 兼 システム機器部長 

              ２０１９年 ４月   同 装置第一事業部長 

              ２０２０年 ４月   執行役員 事業本部 第三ビジネスユニット長 兼 装置第一事業部長 

              ２０２２年１０月   同 研究開発本部長 （現任） 

               

 

      氏 名   二宮 秀樹 （ニノミヤ ヒデキ）  １９６６年１０月２６日生 

      経 歴   19９０年 ４月   当社入社 

              ２０１８年 ４月   管理本部 法務部長 

              ２０２２年 ４月   執行役員 管理本部 副本部長 兼 法務・知財・コンプライアンス・経理担当 

                            （現任） 

              ２０２２年 ６月   株式会社トリニティ 監査役（現任） 

 

       （注） 監査等委員である取締役候補者の略歴は省略致します。 

 

 

Ⅱ． 監査役 

   １． 監査役の退任 （２０２３年６月２３日退任予定） 

氏名 現職 備考 

元田  直邦 常勤監査役（社外） 監査等委員である取締役に就任予定 

今村  憲 監査役（社外） 監査等委員である取締役に就任予定 

遠藤  恭彦 監査役（社外） 監査等委員である取締役に就任予定 

岡部  麻子 監査役（社外） 監査等委員である取締役に就任予定 

         

 

Ⅲ． 執行役員 

   １． 異動および管掌事項の変更 （2023年4月 1日付）         ※下線が変更箇所です。 

氏名 新職 現職 

平田  正治郎 専務執行役員  調達本部長  

（昇任）        兼 品質管理担当 

常務執行役員  調達本部長  

              兼 品質管理担当 

前田  繁 専務執行役員  事業本部長 

（昇任） 

執行役員      事業本部長 

小﨑  勝 常務執行役員  グローバル事業本部長 

（昇任） 

執行役員      グローバル事業本部長 



二宮  秀樹 執行役員      管理本部長 執行役員      管理本部 副本部長 

谷口  敬隆 執行役員      事業本部 第二ビジネス 

              ユニット長 

執行役員      事業本部 第二ビジネス 

              ユニット 熊本第二事業部長 

平川  武則 執行役員      事業本部 第三ビジネス 

              ユニット長 

執行役員      事業本部 第三ビジネス 

              ユニット長  

兼 装置第二事業部長 

首藤  道信 執行役員      管理本部 戦略・コーポレー

トコミュニケーション担当 

執行役員      管理本部 経営企画・情報 

              システム・IR広報・秘書担当 

米田  穣 執行役員      管理本部 アドミニストレ 

ーション・秘書担当  

執行役員      管理本部 総務・人事担当 

森    美保 

 

執行役員      管理本部 ガバナンス 

（新任）        ・内部統制担当 

              管理本部 総務部長 

藤本  靖博 （退任 ・ 2023年3月31日付） 常務執行役員  管理本部長  

兼 内部統制・SDGs担当 

小泉  正弘 （退任 ・ 2023年3月31日付） 執行役員      第二ビジネスユニット長 

              兼 関西事業部長 

        （注） 小泉正弘氏は退任後、当社顧問に就任予定です。 

 

 

   ２． 執行役員一覧 （2023年4月 1日付）  

社長執行役員 平田  雄一郎  

専務執行役員 平田  正治郎 調達本部長 兼 品質管理担当 

前田  繁 事業本部長 

常務執行役員 小﨑  勝 グローバル事業本部長 

執行役員 西村  茂春 研究開発本部長 

二宮  秀樹 管理本部長 

松﨑  敏行 事業本部 第一ビジネスユニット長 

谷口  敬隆 事業本部 第二ビジネスユニット長 

平川  武則 事業本部 第三ビジネスユニット長 

戸田  和博 事業本部 第四ビジネスユニット長 兼 デバイスセンター長 

首藤  道信 管理本部 戦略・コーポレートコミュニケーション担当 

米田  穣 管理本部 アドミニストレーション・秘書担当 

森    美保 管理本部 ガバナンス・内部統制担当 

 

        

 

以  上 


