
2007 年 2 月 21 日 

各      位 
会 社 名: 株式会社ミツバ 

代 表 者: 代表取締役社長  日野  昇 

コード番 号: 7280（東証第一部） 

本社所在地: 群馬県桐生市広沢町一丁目 2681 番地 

問 合 せ 先: 経営企画室  田畑 徳義 

電 話 番 号: 0277-52-0187 

機 構 改 革 および人 事 異 動 について 

2007 年 4 月 1 日付けにて下記の通り実施しますのでお知らせ致します。 

記 

１． 発令日 

2007 年 4 月１日 

２． 機構改革 

  ・2007 年 4 月 1 日付で、子会社である自動車電機工業（株）との合併を行う。 

 当社を存続会社とし、自動車電機工業（株）は解散する。 

 尚、本件については、2006 年 11 月 15 日、当社取締役会にて決定し、同日、公表済みである。 

３． 組織編成 

【部・室・工場の新設】 

・ 「標準化推進室」を新設する。 

グループ経営としての標準化と、輸送用機器事業ドメインのグローバルな標準化展開の強化を目的とし

て、経営企画室より標準化機能・生産性向上機能を分離し、標準化推進室を新設する。 

・ 「情報システム室」を新設する。 

グループ・グローバル経営情報の共有化基盤強化を目的として、経営企画室より情報システム機能を

分離し、情報システム室を新設する。 

・ 「富岡工場」「福島工場」「新潟工場」「菊川工場」を新設する。 

合併に伴い、従来の自動車電機工業４工場を当社工場として新設する。 

 

 

【室の機能変更】 

・「経営企画室」 

合併によるグループの拡大に伴い、経営企画室はグループ経営の強化を目的とした、ＣＳＲの実践、

MITSUBA WAY の実践、コーポレートガバナンスおよびグループ経営ガバナンス体制の構築に特化す

る。標準化推進機能・情報システム機能は、上記のとおり、標準化推進室、情報システム室を設立し移

管する。広報・法務機能は総務部へ移管する。 



４．執行役員職務区分変更 

新職務 氏名 旧職務 

専務執行役員 

事業統括者、内部監査担当、 

経営企画統括、標準化推進統括、 

情報ｼｽﾃﾑ統括、情報取扱責任者 

阿久戸 庸夫 専務執行役員

事業統括者、 

経営企画・情報システム担当、 

内部監査担当、情報取扱責任者 

専務執行役員 副事業統括者、横浜本社統括 新藤 信夫   

専務執行役員 販売担当 御法川 齊   

常務執行役員 四輪第一事業責任者 高原 勝男  執行役員 四輪第一事業責任者 

常務執行役員 事業推進管掌、ｸﾞﾙｰﾌﾟ生産統括 関根 弘之 執行役員 事業推進統括、ｸﾞﾙｰﾌﾟ生産統括 

常務執行役員 販売担当 小宮 博之 執行役員 販売担当 

常務執行役員 品質保証統括、環境管理担当 木村 好正 執行役員 品質保証担当、環境管理担当 

執行役員 生産担当 倉持 憲一   

執行役員 事業推進統括 高橋 良和 執行役員 四輪第三事業責任者、開発統括 

執行役員 四輪第三事業責任者、開発統括 大瀧 博行 執行役員 開発担当 

執行役員 総務・人事統括、財務担当 田代 一郎 執行役員 総務・人事担当、財務担当 

執行役員 四輪第二事業副責任者、開発担当 吉岡 信夫 執行役員 四輪第二事業副責任者 

執行役員 品質保証担当 小西 潔   

執行役員 生産担当 飯塚 淳一   

執行役員 総務担当 平井 良幸   

執行役員 開発担当 稲葉 彰信   

執行役員 TOKYO ELECTRICA DE MEXICO 社長 関田 茂夫   

執行役員 MITSUBA INDONESIA 社長 多田 巧   

執行役員 
経営企画担当、標準化推進担当、 

情報システム担当 
北田 勝義   

 

５．執行役員人事 

【新任】 

新職務 氏名 旧役職 

専務執行役員 副事業統括者、横浜本社統括 新藤 信夫 自動車電機工業㈱ 代表取締役社長 

専務執行役員 販売担当 御法川 齊 自動車電機工業㈱ 取締役専務執行役員 

執行役員 生産担当 倉持 憲一 自動車電機工業㈱ 取締役執行役員 

執行役員 品質保証担当 小西 潔 自動車電機工業㈱ 執行役員 

執行役員 生産担当 飯塚 淳一 自動車電機工業㈱ 執行役員 

執行役員 総務担当 平井 良幸 自動車電機工業㈱ 執行役員 

執行役員 開発担当 稲葉 彰信 自動車電機工業㈱ 執行役員 

執行役員 TOKYO ELECTRICA DE MEXICO 社長 関田 茂夫 TOKYO ELECTRICA DE MEXICO 社長 

執行役員 MITSUBA INDONESIA 社長 多田 巧 MITSUBA INDONESIA 社長 

執行役員 
経営企画担当、標準化推進担当、 

情報システム担当 
北田 勝義 事業推進室 室長 



 

６．部長人事 

【新任】 

新 役 職 氏 名 旧 役 職 

事業推進室 室長 工藤 富雄 － 

総務部 部長 武 信幸 自動車電機工業㈱ 経営管理部 部長 

経理部 部長 松沢 一彦 自動車電機工業㈱ 経理部 部長 

開発企画部 部長 坂本 武志 開発企画部 開発企画第一課 課長 

生産技術部 部長 樋桁 秀男 自動車電機工業㈱ 執行役員 

富岡工場 工場長 岸 政和 自動車電機工業㈱ 富岡工場 工場長 

福島工場 工場長 新井 邦彦 自動車電機工業㈱ 福島工場 工場長 

新潟工場 工場長 武井 茂 自動車電機工業㈱ 新潟工場 工場長 

菊川工場 工場長 並木 和夫 自動車電機工業㈱ 菊川工場 工場長 

品質保証部 部長 木内 啓治 － 

 

【異動】 

新 役 職 氏 名 旧 役 職 

情報システム室 室長 秋山 力 開発企画部 部長 

工機部 部長 永井 邦夫 生産技術部 部長 

 

【部長の任を解く】 

新 氏 名 旧 役 職 

Mitsuba M-tech Vietnam 出向 近藤 良一 経営企画室 室長 

㈱モミモ 出向 上田 健昭 品質保証部 部長 

グローバル管理会計 専任 井上 善人 経理部 部長 

 

以  上 


