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代表取締役の異動等に関するお知らせ 

 

 

当社は平成２５年３月５日開催の取締役会において、平成２５年４月１日付をもって下

記の通り代表取締役の異動と役員人事、並びに事業所長級の人事を決定しましたのでお知

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 （４月１日付） 

氏 名 異動後 異動前 

平井 隆一 取締役 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） 

倉﨑 昌 代表取締役 常務執行役員 取締役 常務執行役員 

  （経営企画部・設備部担当） （経営企画部・設備部・グリーン・

     イノベーション推進部担当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



《新代表取締役の略歴》 

 

氏名    倉﨑 昌（くらさき しょう） 

生年月日  昭和２７年 ７月１６日 

最終学歴  昭和５０年 ３月 名古屋工業大学窯業工学科卒業 

職歴    昭和５０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１２年 ４月 同社 熊谷工場 製造部長 

平成１４年 ６月 同社 熊谷工場 副工場長 兼 製造部長 

平成１６年 ４月 明星セメント株式会社出向 

平成１９年 ４月 太平洋セメント株式会社 上磯工場長 

平成２１年 ５月 同社 資材部長 

平成２２年 ６月 同社 執行役員（資材部長） 

平成２３年 ４月 同社 執行役員（グリーン・イノベーション推進部長） 

平成２４年 ４月 同社 常務執行役員 

平成２４年 ６月 同社 取締役常務執行役員 

         現在に至る 

所有株式数 ２２，０００株 

 

３．その他の役員異動 （４月１日付） 

氏 名 異動後 異動前 

井澤 邦夫 取締役 取締役 副会長 

上村   清 取締役 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） 

湊   高樹 取締役 常務執行役員 取締役 常務執行役員 

  セメント事業本部長 委嘱 （秘書室・経理部・環境事業部担当）

  （監査部担当）   

笠村 英彦 取締役 常務執行役員 取締役 常務執行役員 

  （人事部・総務部・法務部担当） （人事部・総務部・法務部・ 

    不動産事業部担当） 

山下   豊 顧問就任予定 執行役員 

  （３月２７日 双龍洋灰工業 東京支店長 委嘱 

  株主総会を以って、同社共同   

  代表理事会長就任予定）   

菊池    謙 常務執行役員 執行役員 

  海外事業本部長 委嘱 経営企画部長 委嘱 

  （秘書室担当）   



氏 名 異動後 異動前 

北林 勇一 常務執行役員 執行役員 

  （資材部・環境事業部担当） 生産部長 委嘱 

松島   茂 常務執行役員 執行役員 

  （経理部・不動産事業部担当） セメント事業本部 副本部長 

    兼 管理部長 委嘱 

斎藤 昇一 執行役員 執行役員 

  セメント事業本部 副本部長 セメント事業本部 営業部長 委嘱 

  兼 営業部長 委嘱   

 

４．新任執行役員 （４月１日付） 

相良 安廣  （現・設備部長 兼 海外事業本部 技術部長） 

寺田 耕晴  （現・北海道支店長） 

三浦 啓一  （現・中央研究所長） 

苅野 雅博  （現・法務部長） 

安藤 國弘  （現・大船渡工場長） 

 

５．その他の事業所長異動 （４月１日付） 

氏 名 異動後 異動前 

坂本 知也 生産部長 生産部 副部長 

    兼 生産管理グループリーダー 

服原 克英 経営企画部長 経営企画部 経営企画グループ 

    リーダー 

大田 耕作 東京支店長 九州支店長 

      

堀川 和夫 九州支店長 中部北陸支店 副支店長 

    兼 北陸セメント営業部長 

岡本 高明 セメント事業本部 管理部長 東北支店 セメント営業部長 

      

 

６．新任取締役候補 （６月下旬株主総会後） 

菊池 謙 

北林 勇一 

松島 茂 

 

 

 

 



７．退任予定取締役 （６月下旬株主総会後） 

井澤 邦夫  顧問就任予定 

平井 隆一  顧問就任予定 

上村 清 

 

８．新任監査役候補 （６月下旬株主総会後） 

上村 清   常勤監査役就任予定 

 

９．辞任予定監査役 （６月下旬株主総会後） 

 中村 節男  顧問就任予定 

 

以上
 


