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2021年２月24日 

各 位 
会 社 名  昭和電線ホールディングス株式会社 
代表者名  代表取締役社長 グループCEO 長谷川 隆代 

（コード番号 5805 東証第１部） 
問合せ先  執行役員 事業戦略統括本部経営企画部長 小又 哲夫 

  （TEL．044－223－0520） 
 

役員の異動に関するお知らせ 

 
 当社は、2021年２月24日開催の取締役会において、2021年４月１日付の執行役員およびフェローの異動ならびに同年

６月25日付の取締役の異動を、下記のとおり決定および内定いたしましたので、お知らせいたします。取締役の異動に

ついては、2021年６月25日開催予定の当社第125期定時株主総会において正式に決定される予定です。 

 

記 

 

１．取締役の異動（2021年６月 25日付予定） 

（１）新任取締役候補 

    社外取締役（監査等委員）     市川 誠一郎 

                     （現 日産車体㈱ 取締役） 

 

（２）退任予定取締役 

    現 社外取締役（監査等委員）   平井 隆一 

 

２．執行役員の異動（2021年４月１日付担当変更） 

氏名 新役職名 現役職名 

長谷川 隆代 

代表取締役社長・取締役会議長 

グループＣＥＯ グループ経営統括・業務

変革統括 

代表取締役社長・取締役会議長 

グループＣＥＯ 

張 東成 

代表取締役・専務執行役員  

社長補佐、業務変革統括補佐 

代表取締役・専務執行役員  

社長補佐、事業戦略・統括、投資戦略担当 
事業戦略統括本部長 

山口 太 

常務執行役員  

ファイナンス、ＣＳＲ、リスクマネジメン

ト担当 

常務執行役員  

社長補佐、管理部門統括担当 

管理統括本部長 

小又 哲夫 

常務執行役員  

経営戦略、投資戦略、広報・ＩＲ担当 

経営企画部長 

執行役員  

経営企画、広報・ＩＲ担当 

事業戦略統括本部経営企画部長 

樋口 嘉章 

執行役員  

新規事業セグメント、ＤＸ・サイバーセキ

ュリティー担当 

新規事業セグメント長 
兼 ＩＣＴ推進部長 

執行役員  

ＩＣＴ・サイバーセキュリティー、新規事

業セグメント担当 

新規事業セグメント長 

兼 事業戦略統括本部ＩＣＴ推進部長 

大竹 潔 

執行役員  

海外事業統括、ワイヤハーネス事業担当 

海外事業統括部長 

兼 昭和電線電纜（上海）有限公司董事長 

兼 香港昭和有限公司董事長 

執行役員  

海外事業統括担当  

事業戦略統括本部海外事業統括部長 

兼 昭和電線電纜（上海）有限公司董事長 

兼 香港昭和有限公司董事長 

今井 啓隆 

執行役員  

経理・財務、審査担当 

経理統括部長 

執行役員  

経理・財務担当  

経理統括部長 
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３．フェローの異動（2021年４月 1日付就任、３月 31日付退任） 

（１）新任フェロー 

    森下 裕一（技術戦略、研究開発、知財戦略担当） 

    志賀 紀幸（安全・品質・環境担当） 

 

（２）退任フェロー 

現フェロー（知財戦略担当） 

    大根田 進 
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（参 考） 

１．異動後の役員体制 

（１）取締役体制（2021年６月 25日付予定） 

氏名 役職名 

長谷川 隆代 代表取締役社長・取締役会議長 

張 東成 代表取締役 

胡 国強 取締役 

戸川 隆 取締役（常勤監査等委員） 

戸川 清 社外取締役（監査等委員） 

坂倉 裕司 社外取締役（監査等委員） 

市川 誠一郎 社外取締役（監査等委員） 

 

（２）執行役員体制（2021年４月１日付） 

氏名 役職名 

長谷川 隆代 
グループＣＥＯ  

グループ経営統括・業務変革統括 

張 東成 
専務執行役員  

社長補佐、業務変革統括補佐 

山口 太 
常務執行役員  

ファイナンス、ＣＳＲ、リスクマネジメント担当  

小又 哲夫 

常務執行役員  

経営戦略、投資戦略、広報・ＩＲ担当 

経営企画部長 

川瀬 幸雄 

執行役員  

エネルギー・インフラ事業統括担当 

エネルギー・インフラ事業セグメント長 

兼 昭和電線ケーブルシステム㈱代表取締役社長 

兒玉 喜直 

執行役員  

通信・産業用デバイス事業統括担当 

通信・産業用デバイス事業セグメント長 

兼 冨士電線㈱代表取締役社長 

山村 隆史 

執行役員  

電装・コンポーネンツ事業統括担当 

電装・コンポーネンツ事業セグメント長 

兼 昭和電線ユニマック㈱代表取締役社長 

樋口 嘉章  

執行役員  

新規事業セグメント、ＤＸ・サイバーセキュリティー担当 

新規事業セグメント長 

兼 ＩＣＴ推進部長 

大竹 潔 

執行役員  

海外事業統括、ワイヤハーネス事業担当 

海外事業統括部長 

兼 昭和電線電纜（上海）有限公司董事長 

兼 香港昭和有限公司董事長 

黒須 光明 

執行役員  

営業統括、建設電販・物流改革担当 

ＳＦＣＣ㈱代表取締役社長 
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菅井 幹夫 

執行役員  

総務、法務、人事、人材育成、グループ調達担当 

人事総務統括部長  

兼 輸出管理室長 

兼 調達本部長 

今井 啓隆 

執行役員  

経理・財務、審査担当 

経理統括部長 

 

（３）フェロー体制（2021年４月 1日付）  

氏名 役職名 

田中 幹男 
上席フェロー  

製造技術担当 

瀬間 信幸 
フェロー  

電力システム事業戦略担当 

森下 裕一 
フェロー  

技術戦略、研究開発、知財戦略担当 

志賀 紀幸 
フェロー  

安全・品質・環境担当 

 

２．新任取締役候補の略歴 

  市川 誠一郎（いちかわ せいいちろう） 1953年 12月８日生 

   1976年 ３月 東京大学農学部農芸化学科卒業 

   1976年 ４月 サッポロビール㈱ 入社 

  2002年 １月 同社 大阪工場長 

  2004年 ９月 同社 生産技術本部製造部長 

  2005年 ３月 同社 執行役員生産技術本部製造部長 

  2007年 ３月 同社 執行役員静岡工場長 

  2008年 ３月 同社 常務執行役員静岡工場長兼商品技術開発部長 

  2009年 ３月 同社 取締役兼常務執行役員生産技術本部長 

   2013年 ３月 同社 取締役兼専務執行役員生産技術本部長 

  2016年 ６月 日産車体㈱ 社外取締役（現任） 

 

以 上 

 


