
2008 年 2 月 2０日 

各      位 
会 社 名: 株式会社ミツバ 

代 表 者: 代表取締役社長  阿久戸 庸夫 

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: 総務部 広報グループ 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 

2008 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 

2008 年 4 月１日 

２． 組織編成 

【部・室・工場の新設】 

・「事業支援部」を新設する。 

各事業組織の効果的な戦略実践の支援を行う。 

・「モータ技術部」を新設する。 

次世代モータの進化・統合を考慮し、その構想と要素技術開発を行う。 

・「電子技術部」を新設する。 

システム化やモジュール化を推進するため、各事業の商品系と電子技術の融合を図る。 

・「購買第一部、購買第二部」を新設する。 

第８次中期経営計画（以下、第 8 次中計と称す）のコスト改善強化のため、購買部を二部体制とする。 

・「利益管理室」を新設する。 

第８次中計において収益構造改革を推進するために、利益管理室を新設する。 

【部・室の統廃合】 

・「経営企画部」 

   ミツバグループの経営の効率性・効果性の向上、企業風土改革のために、経営企画室・標準化推進

室・情報システム室を統合し、経営企画部とする。 

 



３．執行役員職務区分変更 

 新職務 新職務 氏名 旧職務 

変更 専務執行役員 営業支援 田部井 勝治 専務執行役員 販売統括 

変更 専務執行役員 

北米統括、 

AMERICAN MITSUBA CORPORATION

CEO、 

河野 寿文 専務執行役員 
AMERICAN MITSUBA CORPORATION

CEO、 

変更 専務執行役員 
経営企画担当、横浜本社統括、 

情報取扱責任者 
新藤 信夫 専務執行役員 副事業統括者、横浜本社統括 

変更 専務執行役員 営業統括 御法川 齊 専務執行役員 販売担当 

変更 常務執行役員 事業統括者、第一事業責任者 高原 勝男  常務執行役員 四輪第一事業責任者 

変更 常務執行役員 

北米担当、 

AMERICAN MITSUBA CORPORATION

C０O 

関根 弘之 常務執行役員 事業推進管掌、ｸﾞﾙｰﾌﾟ生産統括 

 常務執行役員 営業担当 小宮 博之 常務執行役員 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 常務執行役員 品質保証統括、環境管理担当 

変更 執行役員 事業支援担当 久木 克彦 執行役員 調達統括 

変更 執行役員 第四事業責任者 阿部 登 執行役員 二輪・汎用事業責任者 

変更 執行役員 総務・人事統括、財務担当 三田 賢一 執行役員 生産担当 

変更 執行役員 調達統括 高橋 良和 執行役員 事業推進統括 

変更 執行役員 生産統括 桑原 新市 執行役員 生産担当 

 執行役員 生産担当 倉持 憲一 執行役員 生産担当 

 執行役員 特命事項 佐々木 秀夫 執行役員 特命事項 

変更 執行役員 第三事業責任者 大瀧 博行 執行役員 四輪第三事業責任者、開発統括 

変更 執行役員 第二事業責任者 小山 正行 執行役員 四輪第第二事業責任者 

 執行役員 調達担当 奈良 高志 執行役員 調達担当 

 執行役員 営業担当 中山 博文 執行役員 販売担当 

変更 執行役員 技術開発担当 長瀬 裕一 執行役員 応用機器事業責任者、開発担当 

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

変更 執行役員 生産技術担当 小林 幸治 執行役員 開発担当、生産担当 

 執行役員 品質保証担当 小西 潔 執行役員 品質保証担当 

変更 執行役員 
三葉電器（大連）有限公司 総経理 

三葉電機（青島）有限公司 総経理 
飯塚 淳一 執行役員 

生産担当 

三葉電器（大連）有限公司 総経理 

三葉電機（青島）有限公司 総経理 

 執行役員 総務担当 平井 良幸 執行役員 総務担当 

変更 執行役員 生産担当 関田 茂夫 執行役員 
TOKYO ELECTRICA DE MEXICO  

社長 

 執行役員 MITSUBA INDONESIA 社長 多田 巧 執行役員 MITSUBA INDONESIA 社長 

変更 執行役員 第一事業 副責任者 北田 勝義 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 

 

＜退任＞    執行役員  田代 一郎 

          尚、４月１日付で、子会社 ㈱両毛システムズ 常務執行役員に就任予定です。 

 



４．部長人事 

【新任】 

新 役 職 氏 名 旧 役 職 

利益管理室 室長 井上 善人 － 

営業第二部 部長 高柳 敏彦 － 

営業第三部 部長 水野 幸司 営業第三部 営業第一課 課長 

開発第四部 部長 岩田 正人 開発第三部 開発第一課 課長 

電子技術部 部長 尾形 永 － 

モータ技術部 部長 荒井 啓司 － 

新潟工場 工場長 飯田 真一 新里工場 担当部長 

 

 

 

【異動】 

新 役 職 氏 名 旧 役 職 

経営企画部 部長 秋山 力 情報システム室 室長 

営業管理部 部長 戸崎 勉 営業第二部 部長 

事業支援部 部長 坂本 武志 開発企画部 部長 

赤城工場 工場長  武井 茂 新潟工場 工場長 

新里工場 工場長 棚橋 得有 生産企画部 部長 

富岡工場 工場長 新井 邦彦 福島工場 工場長 

福島工場 工場長 澤柳 信夫 赤城工場 工場長 

購買第一部 部長 大竹 伸佳 購買部 部長 

購買第二部 部長 河野 壽彦 営業管理部 部長 

 

 

以  上 


