
平成 31年 3月 14日 

各  位 

         会 社 名 株  式  会  社  エ  ン  プ  ラ  ス 
     代表者名 代 表 取 締 役 社 長  横 田  大 輔 

       （コード番号 6961 東証第一部） 

 問合せ先 取締役兼専務執行役員経営企画管理本部長 

            酒 井  崇 

        TEL. ０４８－２５３－３１３１（代表） 

 

 

人事異動等に関するお知らせ 

 

 

  当社は、平成３１年４月１日付で、下記の通り機構改革及び人事異動を行う旨を決定しましたので

お知らせ致します。 

 

記 

 

１. 異動の理由 

組織力、経営力の強化を目的とした経営改革の推進を図るため。 

 

２. 機構改革及び人事異動（平成３１年４月１日付） 

・事業本部を新設し米国担当、中国担当、MSD 事業部、オプト・バイオ事業部にて編成する。 

・コーポレートセンターを本部に昇格する。 

・グループフィナンシャルオフィスを経営管理本部に編入する。 

・生産技術センターを生産本部に改称する。 

・経営企画管理本部を経営管理本部に改称する。 

 

 

新  任  職  務 氏  名 現  職  務 

取締役兼専務執行役員 

経営管理本部 本部長 

兼 コーポレートセンター管掌 

酒井 崇 

取締役兼専務執行役員 

経営企画管理本部 本部長 

兼 グループフィナンシャルオフィス管掌 

常務経営執行役員 

事業本部 事業本部長 
島根 健夫 顧問 

常務経営執行役員  

品質保証本部 本部長 
菊地 豊 

㈱エンプラスディスプレイデバイス 取締

役会長 

兼 ㈱エンプラス研究所 代表取締役社長 

兼 ㈱エンプラス 常務経営執行役員 品質

保証本部 本部長 

経営執行役員 

事業本部 オプト・バイオ事業部 事業部長 
田宮 義男 経営執行役員 特命プロジェクト リーダー 

経営執行役員  

事業本部 中国担当 
沓沢 茂雄 

㈱エンプラスディスプレイデバイス 

代表取締役社長 

兼 ㈱エンプラス 経営執行役員 



執行役員 

経営管理本部 グループフィナンシャルオ

フィス 部門長 

小倉 高志 

Enplas Semiconductor Peripherals Pte. 

Ltd. ,Director 

兼 ㈱エンプラス半導体機器 取締役 兼 

業務企画部 部門長 

㈱エンプラス 執行役員 

兼 ㈱エンプラス研究所 代表取締役社長 

兼 所長 

酒井 啓至 ㈱エンプラス研究所 所長 

執行役員 

事業本部 米国担当 
當間 和幸 MSD事業部 事業部長 

執行役員 

生産本部 本部長 
久保田 守一 

Enplas Electronics (Shanghai)Co., Ltd. 

, Managing Director 

執行役員 

コーポレートセンター センター長 
宮坂 章司 執行役員 生産本部 本部長 

執行役員 

事業本部 ＭＳＤ事業部 事業部長 
藤田 慈也 

執行役員 

経営企画管理本部 コーポレートセンター 

部門長 

事業本部 オプト・バイオ事業部 バイオ事

業グループ 部門長 
竹内 洋一 生産技術センター センター長 

事業本部 オプト・バイオ事業部 オプト事

業グループ 部門長 
横山 和明 

事業戦略室 

兼 製品設計最適化プロジェクト 部門長 

生産本部 金型製造部 部門長 吉田 靖利 特命プロジェクト 

生産本部 生産部 部門長 野口 幸雄 
生産技術センター センター戦略室 

戦略管理グループ グループ責任者 

コーポレートセンター 経営企画部 部門長 関根 亜佐美 
経営企画管理本部 コーポレートセンター 

経営企画グループ グループ責任者 

事業企画室 室長 森岡 心平 オプト・バイオ事業グループ 部門長 

特命プロジェクト リーダー 君塚 元一 ＱＭＳ㈱ 代表取締役社長 

ＱＭＳ㈱ 代表取締役社長 椎名 聡一 ＱＭＳ㈱ 取締役 

ＱＭＳ㈱ 営業部 部門長 濱本 健一郎 ＱＭＳ㈱ ＱＨグループ グループ責任者 

ＱＭＳ㈱ 生産部 部門長 高橋 慶幸 ＱＭＳ㈱ 生産グループ グループ責任者 

Enplas Semiconductor Peripherals Pte. 

Ltd. , Managing Director 

兼 ㈱エンプラス半導体機器 代表取締役社

長 

杉渕 幹太 

Enplas Semiconductor Peripherals Pte. 

Ltd. , Managing Director 

兼 ㈱エンプラス半導体機器 取締役 

㈱エンプラスディスプレイデバイス 

代表取締役社長 
平塚 和宏 顧問 

㈱エンプラスディスプレイデバイス 

営業技術部 部門長 
村野 武士 

㈱エンプラスディスプレイデバイス 

事業企画部 部門長 兼 営業部 部門長 

以 上 


