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平成28年2月25日 

各 位 

会 社 名 株式会社日立ハイテクノロジーズ 

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 

 横井 芳人（電話：03-3504-5138） 

執行役の異動に関するお知らせ 

当社は、平成28年 2月 25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 ＜平成28年4月1日付 （  ）内は現職＞                

執行役専務 宇野 俊一 （執行役常務 CFO 兼 財務本部長） 

執行役常務 本田 穣慈 
（執行役 モノづくり・品質保証責任者  

兼 科学・医用システム事業統括本部那珂地区生産本部長） 

 

 

２．新任 ＜平成28年4月1日付 （  ）内は現職＞ 

執行役 石和 太 （電子デバイスシステム事業統括本部評価装置営業本部長） 

執行役 今西 昭裕 （先端産業部材事業統括本部工業材料営業本部長） 

執行役 桜井 真司 （監査室長） 

執行役 堀越 久志 
（（株）日立製作所  インフラシステム社人事総務統括本部長  

兼 インダストリアルプロダクツ社人事総務本部長） 

 

 

３．退任 ＜平成28年3月31日付 （  ）内は現職＞ 

御手洗 尚樹 
（代表執行役 執行役副社長 CHRO 兼 リスクマネジメント責任者  

兼 CRO 兼 輸出管理責任者 兼 人事総務本部長） 

佐藤 雄司 
（執行役 CTO 兼 新事業創生本部長） 

*平成28年4月1日付で、当社コーポレートアドバイザに就任予定。 

久田 眞佐男 
（取締役会長 兼 執行役） 

*平成28年4月1日付で、当社取締役会長に専任予定。 

 

（注） CFO: Chief Financial Officer   CHRO：Chief Human Resources Officer  CRO：Chief Risk management Officer 

CTO：Chief Technology Officer 
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＜ご参考＞ 

 

１． 平成28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 
執行役専務 

池田 俊幸 科学・医用システム事業統括、サービス事業、輸出管理 

執行役専務 木村 勝高 電子デバイスシステム事業統括、研究開発、知的財産、新事業創生 

執行役専務 宇野 俊一 財務、貿易管理、内部統制、コンプライアンス・リスクマネジメント

執行役常務 佐藤 真司 経営企画・計画、マーケティング・営業戦略、グループ会社管理 

執行役常務 中島 隆一 IT戦略、Smart Transformation推進、IR 

執行役常務 橋本 純一 先端産業部材事業統括 

執行役常務 本田 穣慈 モノづくり・調達・品質保証 

執行役 大本 博秀 電子デバイスシステム事業（プロセス製造装置事業） 

執行役 田嶋 浩 産業システム事業 

執行役 岡田 務 科学・医用システム事業 

執行役 石和 太 電子デバイスシステム事業（評価装置事業） 

執行役 今西 昭裕 先端産業部材事業 

執行役 桜井 真司 業務監査 

執行役 堀越 久志 人財、コーポレートコミュニケーション・CSR・法務、環境管理 
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２．新任執行役の略歴 

 

石和 太（いしわ ふとし）（昭和33年（1958）年9月10日生) 

昭和57年（1982） 4月 （株）日立製作所 入社 

平成14年（2002） 2月 （株）日立ハイテクノロジーズ 関西支店デバイス製造システム部長 

平成19年（2007） 4月 半導体製造装置営業統括本部評価装置営業本部評価装置一部長 

平成24年（2012） 4月 電子デバイスシステム事業統括本部評価装置営業本部評価装置二部長 

平成25年（2013） 4月 電子デバイスシステム事業統括本部評価装置営業本部長（現任） 

 

 

今西 昭裕（いまにし あきひろ）（昭和32年（1957）7月4日生） 

昭和55年（1980） 4月 日製産業（株） 入社 

平成12年（2000） 8月 工業材料営業本部鋼材部長 

平成13年（2001）10月 （株）日立ハイテクノロジーズ 工業材料営業本部工業材料一部長 

平成19年（2007） 4月 関東支社茨城支店長 兼 茨城支店ひたちなか営業所長 

平成21年（2009） 4月 日立ハイテクノロジーズ上海会社 商事部門長 

平成23年（2011） 4月 （株）日立ハイテクノロジーズ 商事統括本部工業材料営業本部長 

平成27年（2015） 4月 先端産業部材事業統括本部工業材料営業本部長 （現任） 

 
 
桜井 真司（さくらい しんじ）（昭和34年（1959）5月2日生） 

昭和57年（1982） 4月 日製産業（株） 入社 

平成12年（2000）11月 アメリカ日製産業 管理部門長 

平成18年（2006） 4月 （株）日立ハイテクノロジーズ 業務本部業務部長 

平成20年（2008） 4月 ナノテクノロジー製品事業本部経理部長 

平成22年（2010）10月 財務本部業務部長 

平成27年（2015） 4月 監査室長（現任） 

 
 
堀越 久志（ほりこし ひさし）（昭和31年（1956）6月21日生） 

昭和55年（1980） 4月 （株）日立製作所 入社 

平成13年（2001）10月 （株）日立ハイテクノロジーズ 設計・製造統括本部 

那珂事業所総務部長 

平成15年（2003） 7月 人事総務本部人事勤労部長 

平成17年（2005） 8月 （株）日立製作所 電力グループ日立事業所総務部長 

平成20年（2008） 4月 同社 電力・電機業務本部人事勤労本部長 兼 勤労企画部長 

平成21年（2009）10月 同社 社会・産業インフラシステム社人事勤労本部長 

平成23年（2011） 4月 同社 交通システム社人事勤労本部長 兼 社会・産業システム社 

人事勤労本部長 

平成26年（2014） 4月 同社 インフラシステム社人事総務統括本部長（現任） 

平成27年（2015） 5月 兼 インダストリアルプロダクツ社人事総務本部長（現任） 

 
 

以 上 

 


