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平成１８年３月２４日  

各 位  
 上場会社名 日本無線株式会社 

 コード番号 ６７５１ 
 お問合せ先 取締役 (戦略・企画担当) 

荒井 学 
  コーポレートセンター 

広報担当 松本一郎 
                                 ℡ (0422) 49-5344 

 
組織改編と人事異動のお知らせ  

 
平成 18 年 4 月 1 日付にて、下記のとおり組織改編と人事異動を行いますので

お知らせいたします。  
事業環境が大きく変化している中、経営資源の分散を避け、組織のスリム化と

経営の効率化・スピード化を図るため、本部制を導入することにいたしました。  
さらに、新たな事業展開を目指すために、新設する通信機器事業本部とソリュ

ーション事業本部には、個別事業ごとに独立したビジネスユニットを設けます。  
また、各事業部に分散していた営業部門についても新設する営業戦略本部に統

合いたします。  
 

記  
 

１．組織改編の主旨  
当社の主要事業分野であるシステム機器事業においては、公共投資の抑制等

の影響により、その事業環境が大きく変化し、一層厳しさを増しています。ま

た、通信機器事業分野においても、通信関連市場の拡大に符合して、技術革新

と開発競争、コスト競争が一段と激しさを増しています。  
当社の今後の事業展開にとって、システム機器事業の再構築と通信機器事業

での飛躍拡大は不可欠であります。これに対応するためには、新たな組織形態

が必要であると判断し、組織の改編を実施することといたしました。  
当社は「グローバルニッチ市場でのトップを目指す」ことを、経営の指針と

して事業の推進に取り組んでまいりましたが、今回の組織改編はそれを実現す

るために実施するものであります。  
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２．組織改編の内容  
（１）事業本部制の導入  

 通信機器事業本部に通信事業に関連する機器事業を集約し、ソリューシ

ョン事業本部には従来の官公需システム事業、民需システム事業を集約す

ることで、機器事業とソリューション事業を分け、それぞれの役割を明確

にして、経営資源の最適配分をしやすくします。  
 事業本部の中に、個別事業ごとに独立したビジネスユニットを設け、そ

れぞれの事業戦略を立てやすくし、ビジネスユニットの発展を促します。 
（２）技術部門の再編成  

 複数部門に分散して重複開発を行っていた技術部門を整理統合し、開発

力の強化を図ります。  
（３）営業戦略本部の新設  

 各事業部に分割していた営業部門を統合することによって、顧客ごと・

地域ごとの情報の一元化・共有化を図るとともに、社内の各種製品へのア

クセスを容易にすることで、新規事業への展開を促進します。また、通信

機器事業における海外展開の一層の強化を図るために海外営業部門を統

合強化いたします。  
（４）CSR 推進室とともに監査室を社長直轄組織とすることで、経営監査機能

の強化を図ります。  
（５）「研究開発本部」の新設  

技術の高度化、広範囲化に合わせ、より効率的で有効な研究開発を行う

ため「研究開発本部」を新設し、基礎技術の研究を中心とする「研究所」

と、事業に直結した技術の研究を中心とする「技術開発部」を設置します。  
（６）「品質保証本部」の新設  

事業部ごとに分散していた品質保証機能を統括する「品質保証本部」を

新設するとともに、システム機器品質保証部は「ソリューション品質保証

部」へと改称します。  
（７）「生産本部」への改称  

生産事業部を「生産本部」と改称します。  
（８）「管理本部」の新設  

全社的管理部門である総務人財部、経理部、ＩＴ推進部を統括する「管

理本部」を新設し、業務の効率化を図ります。  
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組織図（平成 18 年４月１日より）  
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２．人事異動（4 月 1 日）  
   
発令日 平成 18 年４月 1 日  
 

氏 名  新  旧  

取締役  
正村  達郎  研究開発本部長   

取締役  
軍司  明允  生産本部長   

取締役  
立林  清彦  通信機器事業本部長   

取締役  
土田  隆平  営業戦略本部長   

取締役  
荒井  学  管理本部長   

尾崎  徹夫  管理本部  
 総務人財部長  総務人財部長  

藤永  茂義  管理本部  
 経理部長  経理部長  

谷山  裕  管理本部  
 ＩＴ推進部長  ＩＴ推進部長  

河島  茂男  研究開発本部  
 研究所長  研究開発部  

岡田  雅道  研究開発本部  
 技術開発部長  研究開発部長  

山田  登  品質保証本部長  
兼  品質保証部長  品質保証部長  

佐野  敏雄  品質保証本部  
 通信機器品質保証部長  

通信機器事業部  
通信機器品質保証部長  

鳥飼  博康  品質保証本部  
 ソリューション品質保証部長 

システム機器事業部  
システム機器検査部長  

小西  裕  品質保証本部  
 海上機器品質保証部長  

海上機器事業部  
海上機器品質保証部長  

田副  彰三  機構設計センター長  機構設計センター  

稲垣  茂夫  生産管理部長  資材調達部長  

脇   友博  資材調達部長  通信機器事業部  
通信機器技術部長  

葛西  誠司  生産本部  
 機械生産部長  

生産事業部  副事業部長  
兼 機械生産部長  
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氏 名  新  旧  

澤入  勝司  生産本部  
 機器生産部長  

生産事業部  
機器生産部長  

芦野  信司  営業戦略本部  
 営業推進室長  事業推進室長  

窪田  昌治  営業戦略本部  
 通信機器営業部長  

通信機器事業部 副事業部長  
兼 通信機器営業部長  

荒   健次  営業戦略本部  
 ソリューション営業部長  

システム機器事業部 副事業部長 
兼 官庁営業部長  

新屋  民保  営業戦略本部  
 海上機器営業部長  

海上機器事業部  
海上機器営業部長  

賀来  岳彦  営業戦略本部  
 海外営業部長  

ＬＰＡ事業部  
ＬＰＡ営業部長  

鈴木  繁成  通信機器事業本部  
マイクロ通信ビジネスユニット長 無線アクセスシステムユニット長 

鈴木  正則  通信機器事業本部  
モバイルビジネスユニット長 ＰＨＳビジネスユニット  

加藤  謹司  通信機器事業本部  
ＬＰＡビジネスユニット長  

ＬＰＡ事業部  
ＬＰＡ技術部  

東海林 昌伸  通信機器事業本部  
ＩＴＳビジネスユニット長  

通信機器事業部  
通信機器技術部  

五島  周一  ソリューション事業本部長  システム機器事業部長  

関口  幹夫  ソリューション事業本部  
 通信ソリューションビジネスユニット長 北海道支社  

植村  朗  ソリューション事業本部  
情報ソリューションビジネスユニット長 

システム機器事業部  
情報システム技術部長  

三好  啓一  ソリューション事業本部  
 システムインテグレート部長 

システム機器事業部  
システム建設部長  

作田  憲彦  ソリューション事業本部  
 システム建設部長  システム機器事業部  

大野  敏幸  特機事業部  
 特機管理部長  

特機事業部  
 特機営業部  

金子  操  特機事業部  
 特機品質保証部長  

特機事業部  
 特機品質保証部  

 
 

以 上  


