
2019年５月 22日 

各   位 

会 社 名    株式会社アドバンテスト 

代表者名  代表取締役兼執行役員社長

吉田 芳明 

(ｺｰﾄﾞ番号 6857 東証第 1部) 

問合せ先  常務執行役員  管理本部長 

    藤田 敦司 

(TEL: 03-3214-7500) 

役員の異動に関するお知らせ 

 当社は、2019年 5月 22日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について内定しましたので、 

お知らせいたします。なお、本異動は 2019年 6月 26日開催予定の第 77回定時株主総会および同日開催予定 

の臨時取締役会におきまして、正式に決定する予定です。 

記 

１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者 

氏 名 新役職名 現役職名 

吉田 芳明 代表取締役 同左 

唐津 修 取締役 同左 

占部 利充 取締役 (新任) 

Nicholas Benes 取締役 (新任) 

Hans-Juergen Wagner 取締役 同左 

塚越 聡一 取締役 同左 

藤田 敦司 取締役 (新任) 

（注）唐津 修氏、占部 利充氏、Nicholas Benes氏は、社外取締役候補者であります。 

２．監査等委員である取締役候補者 

氏 名 新役職名 現役職名 

栗田 優一 監査等委員である取締役 同左 

難波 孝一 監査等委員である取締役 (新任) 

（注）難波 孝一氏は、社外取締役候補者であります。 

３．補欠の監査等委員である取締役候補者 

氏 名 新役職名 現役職名 

唐津 修 補欠の監査等委員である取締役 同左 

（注）唐津 修氏は、社外取締役候補者であります。 

４．執行役員候補者 

氏 名 新役職名 現役職名 

吉田 芳明 執行役員社長 同左 

Hans-Juergen Wagner 常務執行役員 同左 

塚越 聡一 常務執行役員 同左 
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藤田 敦司 常務執行役員 同左 

津久井 幸一 常務執行役員 同左 

Keith Hardwick 常務執行役員 同左 

Douglas Lefever 常務執行役員 同左 

山下 和宏 常務執行役員 執行役員 

佐々木 功 常務執行役員 執行役員 

阪本 公哉 常務執行役員 執行役員 

三橋 靖夫 常務執行役員 執行役員 

岡安 俊幸 執行役員 同左 

CH Wu 執行役員 同左 

徐 勇 執行役員 同左 

Michael Stichlmair 執行役員 同左 

Juergen Serrer 執行役員 同左 

後藤 敏雄 執行役員 同左 

李 震熙 執行役員 同左 

Suan Seng Sim 

(Ricky Sim) 

執行役員 同左 

小野 明 執行役員 同左 

Sanjeev Mohan 執行役員 同左 

中原 真人 執行役員 (新任) 

鈴木 雅之 執行役員 (新任) 

田中 成郎 執行役員 (新任) 

 

５．退任予定者 

氏 名 新役職名 現役職名 

吉川 誠一 (退任) 取締役 

明 世範 (退任) 取締役兼執行役員副社長 

山室 惠 (退任) 監査等委員である取締役 

南雲 悟 (退任) 常務執行役員 

加藤 俊介 (退任) 常務執行役員 

  （注）明 世範氏および南雲 悟氏は、当社顧問に就任予定です。 

  （注）加藤 俊介氏は、当社非常勤顧問に就任予定です。 

 

６．異動予定日 

  2019年 6月 26日 
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新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（略歴） 
 
ｳﾗﾍﾞ ﾄｼﾐﾂ 
占部 利充（１９５４年１０月２日生） 
  １９７８年 ３月 東京大学 法学部 卒 
  １９７８年 ４月  三菱商事株式会社 入社  
  ２００９年 ４月 三菱商事株式会社 執行役員中国副総代表兼香港三菱商事会社社長 
  ２０１１年 ４月 三菱商事株式会社 執行役員コーポレート担当役員補佐（人事担当） 
  ２０１３年 ４月 三菱商事株式会社 常務執行役員ビジネスサービス部門ＣＥＯ 
  ２０１７年 ４月 三菱商事株式会社 顧問 
  ２０１７年 ６月 三菱 UFJリース株式会社 代表取締役副社長兼執行役員（現任） 
 
ﾆｺﾗｽ   ﾍﾞﾈｼｭ 
Nicholas Benes（１９５６年４月１６日生） 
  １９７８年 ３月 スタンフォード大学で政治学の学士号取得 
  １９８３年 ９月  Morgan Guaranty Trust Company of New York 入社 

１９８３年 ６月 カリフォルニア大学（UCLA）で法律博士号・経営学修士号を取得 
  １９８３年１１月 米国カリフォルニア州、ニューヨーク州弁護士会 入会 
  １９９４年 ５月 株式会社鎌倉 専務取締役 
  １９９７年 ４月 株式会社ジェイ・ティ・ピー設立 代表取締役（現任） 
  ２０００年 ３月 株式会社アルプス社 社外取締役 
  ２００６年１２月 株式会社ライブドアホールディングス 社外取締役 
  ２００７年 ３月 セシール株式会社 社外取締役 
  ２００９年１１月 公益社団法人会社役員育成機構 代表理事（現任） 
  ２０１６年 ６月 株式会社イマジカ･ロボット ホールディングス 

（現 株式会社 IMAGICA GROUP） 社外取締役（現任） 
 
ﾌｼﾞﾀ ｱﾂｼ 
藤田 敦司（１９５９年１１月１５日生） 

１９８３年 ３月 慶應義塾大学 商学部 卒 
１９８３年 ４月  当社 入社  
２００７年 ６月 財務本部 事業経理部 部長 
２０１０年 ６月 管理本部 人事総務部 部長 
２０１２年 ６月 管理本部 経理部 部長 
２０１５年 ６月 当社執行役員 管理本部 副本部長 
２０１７年 ６月 当社常務執行役員 管理本部 本部長（現任） 

 
 
新任監査等委員である取締役候補者（略歴） 
 
ﾅﾝﾊﾞ ｺｳｲﾁ 
難波 孝一（１９４９年９月１日生） 
  １９７２年 ３月 中央大学 法学部 卒 
  １９７９年 ４月  東京地方裁判所判事補  
  １９８９年 ４月 千葉地方家庭裁判所判事 
  １９９３年 ４月 司法研修所教官 
  １９９７年 ４月 東京地方裁判所判事 
  １９９９年 ４月 東京地方裁判所部総括判事 
  ２０１０年 ５月 熊本地方裁判所長 
  ２０１２年 ８月 東京高等裁判所部総括判事（14年 8月  定年退官) 
  ２０１４年１０月 森・濱田松本法律事務所 客員弁護士（現任） 
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新任執行役員候補者（略歴） 
 
 
ﾅｶﾊﾗ ﾏｺﾄ 
中原 真人（１９５９年７月２３日生） 
  １９８３年 ３月 神奈川大学 経済学部 経済学科 卒 
  １９８３年 ４月  当社 入社  
  ２００２年 ５月 Advantest America Measuring Solutions, Inc.出向 CEO & President 
  ２００６年１１月 調達本部 開発購買部 部長 
  ２００７年 ６月 調達物流本部 第１購買部 部長 
  ２０１０年 １月 営業本部 グローバル･マーケティング統括部 統括部長 
  ２０１１年 ６月 当社執行役員 事業戦略本部 副本部長 
  ２０１２年 １月 当社執行役員 営業本部 副本部長 
  ２０１７年 ７月 社長室 Special Assistant to CEO（現任） 
 
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ 
鈴木 雅之（１９６２年８月１１日生） 
  １９８６年 ３月 武蔵工業大学 工学部 電子通信学科 卒 
  １９８６年 ４月  当社 入社  
  ２０１１年 ６月 ATEシステム開発本部 第２開発部 部長 
  ２０１３年 ８月 SoCテスト事業本部 副本部長 
  ２０１５年 ６月 SoCテスト事業本部 本部長 
  ２０１６年１２月 ADS事業本部 ADTプロダクトユニット 統括部長 
  ２０１８年 ６月 ATE Business Group T2000事業本部 副本部長（現任） 
 
ﾀﾅｶ  ﾅﾙｵ 
田中 成郎（１９６３年８月１５日生） 
  １９８６年 ３月 早稲田大学 教育学部 社会学科 卒 
  １９８８年 ５月  当社 入社  
  ２００５年 ４月 営業本部 ソリューションビジネス統括部  

ファブレスアウトソーシングビジネス部 部長 
  ２００５年１０月 営業本部 海外営業統括部 海外第２営業部 部長 
  ２００９年 ４月 営業本部 メモリアカウントセールスイニシアティブ サブリーダー 
  ２０１０年 １月 生産本部 第１購買部 部長 
  ２０１０年 ７月 生産本部 調達革新統括部 統括部長 
  ２０１１年 ６月 経営企画室 バイスプレジデント 
  ２０１３年 ６月 社長室 経営企画部 部長 
  ２０１７年 ６月 社長室 副室長 兼 経営企画統括部 統括部長（現任） 
 

以 上 
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	１９８３年　３月　慶應義塾大学　商学部　卒
	１９８３年　４月  当社　入社

