
平成 18 年 4 月 18 日 

各    位 

会 社 名 武 蔵 精 密 工 業 株 式 会 社

代表者名 代表取締役社長  小 林 由 次 郎

 （コード番号 ７２２０ 東証・名証第一部）

問合せ先 事業企画管理本部長 藤 城  章

 （ＴＥＬ．０５３２－４７－３１１１） 

 

組織変更および人事異動に関するお知らせ 

 

  当社は、平成 18 年 4 月 18 日開催の取締役会において、下記のとおり組織変更及び人事異動を行うことを

内定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．組織変更（平成 18 年 5 月 1 日付） 

自動車部品業界の競争激化や企業環境の変化に対応し、グローバル総合力の強化と更なる企業価値向上

体質への進化を目指すため、全取締役による統括制を導入するものです。 

(1) 製品別カテゴリーの生産技術領域を集約し、生産技術部を新設する。 

(2) 国内技術および管理の海外水平展開強化、全世界生産体制の強化のため、海外企画推進室と海外地域

統括制を新設する。 

(3) 国内部品事業の強化を図るため、各カテゴリー事業本部を各カテゴリー毎の事業部に改める。 

(4) 管理領域とＭＣＧを一体化し、ＭＣＧ統括部、事業管理部、文書規定管理室、原価企画室を置く。 

(5) 集約化によるマネジメント効率向上を図るため、第一営業部と第二営業部を統合し営業部に、生産企

画部、工務管理部、経営情報システム部を統合し生産管理部とする。 

(6) 統括制の導入により、本部制を発展的に解消する。 

 

２．人事異動 

(1) 役員の異動ならびに業務分担変更 

【平成 18 年 5 月 1 日付】 

1)役員の異動 

代表者の異動 

代表取締役社長 大塚  浩史 （現  専務取締役） 

取締役 小林  由次郎 （現  代表取締役社長） 

 

2) 役員の業務分担変更 

（新  役  職  名） 氏    名 （現  役  職  名） 

代表取締役社長 
営業統括 

大塚  浩史 専務取締役 
営業・管理統括 
兼営業本部長 
兼欧州地域統括 

専務取締役 
管理統括 

藤井  隼夫 専務取締役 
ＭＣＧ統括 
兼ＭＣＧ推進本部長 

専務取締役 
生産統括 
兼九州武蔵精密株式会社代表取締役社長

千々松純夫 専務取締役 
生産統括兼生産本部長 
兼九州武蔵精密株式会社代表取締役社長
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常務取締役 
米州地域統括 
兼ムサシオートパーツミシガン・インコー
ポレーテッド取締役社長 

牧野  育男 常務取締役 
ムサシドブラジル・リミターダ取締役社長
兼南米地域統括 
兼米州地域生産統括 

常務取締役 

開発統括 

兼欧州統括 

栗原  義文 常務取締役 

開発本部長 

取締役 

アジア地域統括 

兼ムサシオートパーツカンパニー・リミテ
ッド取締役社長 

石塚  誠一 取締役 

ミッションギヤー事業本部長 

取締役 

品質統括 

小曽根隆 取締役 

生産本部特命プロジェクト担当 

取締役 

中国地域統括 

兼武蔵汽車配件（中山）有限公司董事長兼
総経理  

川端  邦裕 取締役 

武蔵汽車配件（中山）有限公司董事長兼総
経理 

取締役 

生産技術統括 

松崎  俊一 取締役 

生産本部生産技術統括 

取締役 

北米地域統括 

兼ムサシオートパーツカナダ・インコーポ
レーテッド取締役社長 

大塚  晴久 取締役 

ムサシオートパーツミシガン・インコーポ
レーテッド取締役社長 

兼北米地域統括 

 

【平成 18 年 6 月下旬付】 

1)役員の異動 

（本役員の異動は、本年 6 月下旬開催予定の定時株主総会において正式決定を予定しております。） 

      ①新任取締役候補 

取締役 笠井  昭輝 （現  九州武蔵精密株式会社社長付） 

取締役 蒔田  強 （現  社長付） 

 

      ②退任予定取締役 

小林  由次郎  （現  代表取締役社長） 

 

2) 役員の業務分担変更 

（新  役  職  名） 氏    名 （現  役  職  名） 

専務取締役 
生産統括 

千々松純夫 専務取締役 
生産統括兼生産本部長 
兼九州武蔵精密株式会社代表取締役社長

取締役 
九州武蔵精密株式会社代表取締役社長 

笠井  昭輝 九州武蔵精密株式会社社長付 

取締役 
技術・海外統括 

蒔田  強 社長付 

 

(2) 部長級人事異動 

【平成 18 年 5 月 1 日付】 

（新  役  職  名） 氏    名 （現  役  職  名） 

技術・海外統括 蒔田  強 社長付 

ＭＣＧ推進担当兼ＭＣＧ統括部長 藤城  章 事業企画管理本部長 

ミッションギヤー事業担当兼ミッション
ギヤー事業部長 

斉藤 秀誉 ムサシオートパーツカンパニー・リミテッ
ド取締役社長 
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生産技術部ＧＣＥ鍛造・熱処理技術担当 北條 信明 生産本部ＧＣＥ 

生産統括付ＧＣＥ特別代行（ミッションギ
ヤー担当） 

夏目 儀久 ミッションギヤー事業本部ＧＣＥ特別代行

海外企画推進室管理担当 平  洋州 ボールジョイント事業本部長 

生産技術部長 高橋 尚己 ボールジョイント事業本部ＧＣＥ 

カムシャフト鳳来事業部長 秋葉 貞雄 カムシャフト事業本部長兼鳳来事業部長 

生産統括付ＧＣＥ特別代行（カムシャフト
担当） 

村井 福夫 カムシャフト事業本部ＧＣＥ特別代行 

生産統括付ＱＣＤ効率化推進担当 田原 成人 品質保証本部長 

海外企画推進室中国プロジェクト担当 松本 清 中国プロジェクトＬＰＬ 

事業管理部長 河口 定寛 事業企画管理本部事業管理部長 

文書規定管理室長 増谷 安宣 事業企画管理本部総務部長 

営業部長 仁科 幸宏 営業本部第一営業部長 

ムサシドブラジル・リミターダ取締役社長 福井 清隆 営業本部第二営業部長 

開発統括付ボールジョイント技術戦略担
当 

丸  秀樹 開発本部第一開発部長 

第一開発部長 辻  達好 ムサシオートパーツカナダ・インコーポレ
ーテッド取締役社長 

ムサシハンガリーマニュファクチャリン
グ・リミテッド取締役副社長 

榊原 信良 開発本部第二開発部長 

第二開発部長 倉内 治 開発本部第三開発部ＧＥ 

生産技術部長代行 又賀 晶 開発本部第三開発部長代行 

海外企画推進室長 堀部 浩司 ムサシハンガリーマニュファクチャリン
グ・リミテッド取締役副社長 

工機部長 白井 哲身 生産本部工機部長 

塑型事業部ＧＥ鍛造高効率技術推進担当 高柳 博至 生産本部鍛造・熱処理技術室長 

生産技術部ＧＥ熱処理担当 丸山 善久 生産本部鍛造・熱処理技術室ＧＥ 

生産技術部ＧＥ鍛造技術担当 松井 康純 生産本部鍛造・熱処理技術室ＧＥ 

生産管理部長代行 左右田卓 生産本部生産企画部長代行 

ボールジョイント事業部長 須貝 光利 生産本部工務管理部長 

資材部長 伊藤  文三郎 生産本部国際資材部長 

生産技術部ＧＥ管理担当 小野田達郎 生産本部特別企画推進チームＧＥ 

生産統括付ＧＥ生産担当 鈴木 常次 生産本部特別企画推進チームＧＥ 

塑型事業部長 岡田 憲和 ミッションギヤー事業本部塑型事業部長

塑型事業部ＧＥ鍛造技術担当 佐々木吉明 ミッションギヤー事業本部塑型事業部ＧＥ

総務部長 冨田 邦夫 カムシャフト事業本部能登事業部長 

カムシャフト能登事業部長 藤田 正 ＭＣＧ推進本部経営情報システム部長 

原価企画室長代行 萩本 義明 ＭＣＧ推進本部ＢＰＲ原価推進室長代行 

ムサシアジアカンパニー・リミテッド専務
取締役 

佐藤 篤 ＭＣＧ推進本部ＢＰＲ経理推進室長 

品質企画室長 小山 晃一 品質保証本部品質企画室長 

品質保証部長 西脇 正明 品質保証本部品質保証部長 

業務監査室長代行 川出 喜由 監査室長代行 

 （注）ＭＣＧ：ムサシ コーポレートガバナンス 

      ＢＰＲ：ビジネス プロセス リエンジニアリング

      ＧＣＥ：グローバル チーフ エンジニア 

Ｇ  Ｅ：グローバル エンジニア 

ＬＰＬ：ラージ プロジェクト リーダー 

 

以上 
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