
 

     
 

平成２４年２月２８日 

各 位 
 

会 社 名  太 平 洋 セ メ ン ト 株 式 会 社 

代表者名  代表取締役社長  徳植桂治 

（コード番号 ５２３３ 東証第一部、福証） 

問合せ先  執行役員総務部長  笠村英彦 

（ T E L  ０３－５５３１－７３３４） 

 

 

代表取締役の異動等に関するお知らせ 

 

当社は平成２４年２月２８日開催の取締役会において、平成２４年４月１日付をもって

下記のとおり代表取締役の異動と役員人事を行う旨決定いたしましたので、お知らせいた

します。 

 

１．異動の理由 

経営基盤強化と世代交代のため。 

 

２．代表取締役の異動 

氏 名 異動後 異動前 
とくうえ けいじ 

徳植 桂治 
取締役 会長 代表取締役 社長 

(グリーン・イノベーション推進部

担当) 
いざわ くにお 

井澤 邦夫 
取締役 副会長 代表取締役 副社長 

(秘書室・人事部・監査部担当) 
ふくだ しゅうじ 

福田 修二 
代表取締役 社長 取締役 常務執行役員 

(経理部・鉱業部・資源事業部担当) 
ひらい りゅういち 

平井 隆一 
代表取締役 専務執行役員 

海外事業本部長 委嘱 

(監査部担当) 

取締役 常務執行役員 

海外事業本部長 委嘱 

(総務部・法務部担当) 

 



 

 

新代表取締役の略歴 

 

氏名    福 田 修 二 （ふくだ しゅうじ） 

生年月日  昭和２６年１２月２０日 

最終学歴  昭和４９年 ３月 福島大学経済学部経済学科卒業 

職歴    昭和４９年 ４月 小野田セメント株式会社入社 

      平成 ６年１０月 秩父小野田株式会社と社名変更 

              （秩父セメント株式会社と合併） 

      平成１０年１０月 太平洋セメント株式会社と社名変更 

              （日本セメント株式会社と合併） 

      平成１１年 ６月 同社 経理部長 

      平成１６年 ４月 同社 経理部長 兼 経理業務センター長 

      平成１８年 ４月 同社 北陸支店長 

      平成２０年 ４月 同社 執行役員(人事部長 兼 人事業務センター長) 

      平成２２年 ８月 同社 取締役 常務執行役員（人事部長） 

      平成２２年１０月 同社 取締役 常務執行役員 

               現在に至る 

趣味    園芸 

所有株式数 １６，０００株 

 

 

氏名    平 井 隆 一 （ひらい りゅういち） 

生年月日  昭和２５年 ７月２２日 

最終学歴  昭和４８年 ３月 慶應義塾大学商学部卒業 

職歴    昭和４８年 ４月 日本セメント株式会社入社 

      平成１０年１０月 太平洋セメント株式会社と社名変更 

              （秩父小野田株式会社と合併） 

      平成１３年 ６月 同社 海外事業部 ベトナム駐在員事務所長 

               兼 ギソン・セメント株式会社出向 

      平成１６年 ４月 同社 海外カンパニーバイスプレジデント 

               兼 海外カンパニー営業部長 

      平成１８年 ４月 同社 参与（海外カンパニーバイスプレジデント 

               兼 海外カンパニー営業部長） 

      平成２０年 ４月 同社 常務執行役員（海外カンパニープレジデント） 

      平成２０年 ６月 同社 取締役 常務執行役員 

               （海外カンパニープレジデント） 

      平成２２年１０月 同社 取締役 常務執行役員（海外事業本部長） 

               現在に至る 

趣味    テニス、読書 

所有株式数 １９，０００株 

 

 



 

 

３．その他の役員の異動 

氏 名 異動後 異動前 
むらた ひろと 

村田 博人 
取締役 取締役 専務執行役員 

(経営企画部・不動産事業部・関連

事業部担当、グリーン・イノベー

ション推進部副担当) 
ふくしま ひでお 

福島 秀男 
取締役 取締役 専務執行役員 

(知的財産部・中央研究所担当) 
かみむら きよし 

上村 清 
取締役 専務執行役員 

セメント事業本部長 委嘱 

(資材部担当) 

取締役 常務執行役員 

セメント事業本部長 委嘱 

(資材部担当) 
やまうら のぶゆき 

山浦 信幸 
取締役 取締役 常務執行役員 

(生産部・設備部・環境事業部担当) 
いしい こうじ 

石井 恒二 
常務執行役員 

(鉱業部・資源事業部・関連事業

部担当) 

執行役員 

資源事業部長 委嘱 

おがわ けんじ 

小川 賢治 
常務執行役員 

(生産部・知的財産部・中央研究

所担当) 

執行役員 

中央研究所長 委嘱 

くらさき しょう 

倉崎 昌 
常務執行役員 

(経営企画部・設備部・グリーン・

イノベーション推進部担当) 

執行役員 

グリーン・イノベーション推進 

部長 委嘱 
みなと たかき 

湊 高樹 
常務執行役員 

（秘書室・経理部・環境事業部担

当） 

執行役員 

セメント事業本部 副本部長 兼 

営業部長 委嘱 
かさむら ひでひこ 

笠村 英彦 
常務執行役員 

(人事部・総務部・法務部・不動

産事業部担当) 

執行役員 

総務部長 委嘱 

 
＜新任執行役員（４月１日付）＞ 

ごとう としろう 

後藤 俊朗  （現・太平洋水泥（中国）投資有限公司 董事長 兼 総経理） 

ふしはら まさふみ 
不死原 正文 （現・環境事業部長） 
さいとう しょういち 

斎藤 昇一  （現・セメント事業本部 管理部長） 
かみなが としき 

神長 俊樹  （現・上磯工場長） 
にしむら としひで 

西村 俊英  （現・経理部長） 
いしい のりゆき 

石井 紀行  （現・関西四国支店長） 
ふなくぼ よういち 

舟久保 陽一 （現・人事部長） 
 
なお、執行役員 板屋 敦は３月３１日付で退任予定 



 

 

４．退任予定取締役（６月下旬株主総会後） 

むらた ひろと 

村田 博人  顧問就任予定 

ふくしま ひでお 

福島 秀男  顧問就任予定 

やまうら のぶゆき 

山浦 信幸  顧問就任予定 

 

５．新任取締役候補（６月下旬株主総会後） 

いしい こうじ 

石井 恒二  （現・執行役員 資源事業部長） 

おがわ けんじ 

小川 賢治  （現・執行役員 中央研究所長） 

くらさき しょう 

倉崎 昌   （現・執行役員 グリーン・イノベーション推進部長） 

みなと たかき 

湊 高樹   （現・執行役員 セメント事業本部 副本部長 兼 営業部長） 

かさむら ひでひこ 

笠村 英彦  （現・執行役員 総務部長） 

 

 

以 上   
 


