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会 社 名 株式会社エンプラス
代表者名 代表取締役兼社長執行役員 横田 大輔
（コード番号 ６９６１ 東証第一部）
問合せ先 取締役兼経営執行役員コーポレートセンター長
藤田 慈也
（TEL． ０３－６２６８－０２５９）
人事異動等に関するお知らせ
当社は、2020 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（2020 年４月１日付）
・MSD 事業部をギヤソリューション事業部（新設）とメカニクスソリューション事業部（新設）に
再編する。
・オプト・バイオ事業部をオプト事業部とバイオ事業部に再編する。
・事業本部をギヤソリューション事業部、メカニクスソリューション事業部、オプト事業部、バイ
オ事業部、エンプラスディスプレイデバイスに再編する。
・開発本部を新設する。
・品質保証本部内にコアコンピテンシー戦略企画室を新設する。
・コーポレートセンターを経営企画本部に改称する。
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