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平成 20年 9月 12日 

 
各 位 

会 社 名 日本ビクター株式会社 
代表者名 代表取締役社長  佐藤 国彦 
 （コード番号 6792  東証・大証第一部） 
問合せ先 取締役 人事部長  水野 直正 
 （TEL．045-450-1471） 

 
 

 

 
 

共同持株会社および事業会社の経営体制に関するお知らせ 
 

 
日本ビクター株式会社（以下「ビクター」）および株式会社ケンウッド（以下「ケンウッド」）は、本日開

催の両社取締役会において、別途発表の「代表取締役および役員の異動に関するお知らせ」のとおり、代表

取締役および役員の異動を内定いたしました。 
また、本日、平成 20 年 10 月 1 日付で設立される共同持株会社「JVC・ケンウッド・ホールディングス

株式会社」（以下「JVC・ケンウッド・HD」）の取締役会構成メンバーにより、JVC・ケンウッド・HD に

執行役員制を導入すること、ならびに JVC・ケンウッド・HD の組織体制およびそれぞれの人事候補者を

確認いたしました。 

これにより、平成 20 年 10 月 1 日に発足する JVC・ケンウッドグループの経営体制が確立されましたの

で、以下のとおりお知らせいたします。 

 
記 

 

１．経営体制の考え方 

ビクターとケンウッド（以下「両社」）は、平成 20 年 10 月 1 日付で、株式移転の方法により、共同持株

会社「JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社」（以下「JVC・ケンウッド・HD」）を設立し、経営

統合を実施する予定です。JVC・ケンウッド・HD は、同日付で東京証券取引所市場第一部に上場すること

が平成 20 年 9 月 1 日付で東京証券取引所に承認されており、平成 20 年 9 月 25 日付で非上場の事業会社

となったビクターとケンウッドの株式を 100％保有する完全親会社となる見込みです。 

また、両社は、平成 20 年 10 月 1 日付で、会社分割（簡易吸収分割）の方法により、両社のカーエレク

トロニクス事業に関する権利義務の一部および両社子会社株式等の管理事業に関する権利義務の一部を

J&K テクノロジーズに承継させ、両社の共同出資合弁会社「J&K テクノロジーズ株式会社」（以下「J&K

テクノロジーズ」）の業容を、共同技術開発に限定することなく、カーエレクトロニクス事業の全面的な開

発・設計・調達・生産へと拡大することといたしました。 

 JVC・ケンウッド・HD の執行役員制および組織体制は、共同持株会社である JVC・ケンウッド・HD
と、ビクター、ケンウッド、J&Kテクノロジーズの 3 つの事業会社からなる JVC・ケンウッドグループに

おける、経営の透明性を高め、グループ全体のガバナンスを強化するとともに、スピーディな意思決定を実

現し、グループの成長戦略を加速するためのものです。 

会 社 名 株式会社ケンウッド 
代表者名 代表取締役社長  塩畑 一男 
 （コード番号 6765  東証第一部） 
問合せ先 CR 統括部 広報・IR室長  能勢 雄章 
 （TEL．042-646-6724） 
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共同持株会社
（10月1日付で株式移転により設立、東証一部上場）

日本ビクター（株）日本ビクター（株） （株）ケンウッド（株）ケンウッドJ&Kテクノロジーズ（株）J&Kテクノロジーズ（株）

JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社

（9月25日付で上場廃止） （9月25日付で上場廃止）（10月1日付で会社分割により業容拡大）

共同持株会社
（10月1日付で株式移転により設立、東証一部上場）

日本ビクター（株）日本ビクター（株） （株）ケンウッド（株）ケンウッドJ&Kテクノロジーズ（株）J&Kテクノロジーズ（株）

JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社

（9月25日付で上場廃止） （9月25日付で上場廃止）（10月1日付で会社分割により業容拡大）  
 

２．共同持株会社の経営体制 

 
ＪＶＣ・ケンウッド・ホールディングス株式会社（平成 20年 10 月 1日設立） 
 
（１）取締役・監査役 
 
役職名 氏名 

代表取締役会長 河原 春郎 
代表取締役社長 佐藤 国彦 

取締役副社長 尾高  宏 
取締役 足立 元美 
取締役（社外取締役） 柏谷 光司 

取締役（社外取締役） 松尾  眞 
取締役（社外取締役） 岩﨑 二郎 

監査役 土谷 繁晴 
監査役 加藤 英明 
監査役（社外監査役） 庄山 範行（※） 

監査役（社外監査役） 鷲田 彰彦（※） 
監査役（社外監査役） 齋藤 憲道（※） 

（※）会社法第 2条第 16号に定める「社外監査役」です。 

 
（２）執行役員 
 
役職名 氏名 
（兼）執行役員・最高経営責任者（CEO） 河原 春郎 

（兼）執行役員・経営責任者 佐藤 国彦 
（兼）執行役員・最高財務責任者（CFO） 

兼企業戦略部長 
尾高  宏 

（兼）執行役員・事業推進担当 
兼事業戦略推進部長 

足立 元美 

執行役員・財務戦略部長 武田 雅亮 
執行役員・コーポレート戦略部長 水野 直正 
執行役員・コーポレート戦略部副部長 上田  治 

執行役員・統合シナジー推進部長 多木 宏行 
執行役員・新事業開発センター長 前田  悟 

執行役員・新事業開発センター副長 土井敬一郎 
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（３）組織体制および部門長・副部門長 

株主総会

監査役会

取締役会／執行役員会

会計監査人

代表取締役会長
（CEO）

代表取締役社長
コンプライアンス委員会
情報開示委員会
PL会議、環境会議渉外部

法務・知財
戦略部

財務戦略部 インフラ統合
推進部

事業戦略
推進部

コーポレート
戦略部

統合シナジー
推進部

新事業開発
センター

企業戦略部

環境・社会貢献室

秘書室

経営監査室

株主総会

監査役会

取締役会／執行役員会

会計監査人

代表取締役会長
（CEO）

代表取締役社長
コンプライアンス委員会
情報開示委員会
PL会議、環境会議渉外部

法務・知財
戦略部

財務戦略部 インフラ統合
推進部

事業戦略
推進部

コーポレート
戦略部

統合シナジー
推進部

新事業開発
センター

企業戦略部

環境・社会貢献室

秘書室

経営監査室

 
 
主な部門 役職 氏名 

企業戦略部 長 尾高  宏 

 副部長（兼） 米光 信彦 

財務戦略部 長 武田 雅亮 

 副部長（兼） 坂本 隆義 

法務・知財戦略部 長 布施 徹朗 

 副部長 石黒 一夫 

コーポレート戦略部 長 水野 直正 

 副部長 上田  治 

事業戦略推進部 長 足立 元美 

 副部長 田中 智浩 

統合シナジー推進部 長 多木 宏行 

 副部長（兼） 皆川 弘美 

インフラ統合推進部 長 上田 孝之 

 副部長 曳地 一彦 

新事業開発センター 長 前田  悟 

 副長 土井 敬一郎 

経営監査室 長 大山 洋一 

環境・社会貢献室 長 武田 民主 

 副室長 山根 孝一 

渉外部 長 並木 康臣 

秘書室 長 卜部  勉 

 副室長 佐藤 龍一郎 

※（兼）は JVC・ケンウッド・HDの非常勤兼務者です。 

 

３．事業会社の経営体制 

 
日本ビクター株式会社 
 
役職名 氏名  
代表取締役社長 吉田 秀俊 （昇格） 
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代表取締役副社長 中沢 隆平 （昇格） 
代表取締役 河原 春郎 （新任） 
常務取締役 武倉 弘幸  
常務取締役 土井 敬一郎  
常務取締役 武田 雅亮  
取締役 皆川 弘美  
取締役 山本 義和  
取締役 鶴田 雅彦  
取締役 斉藤  学  
取締役 堀  伸生  
取締役 米光 信彦 （新任） 
常勤監査役 末竹 和夫  
監査役 土谷 繁晴  
監査役（社外監査役） 松尾  眞  
監査役（社外監査役） 庄山 範行  

 
株式会社ケンウッド 
 
役職名 氏名  
代表取締役社長 塩畑 一男  
取締役 佐藤 国彦 （新任） 

常務取締役 相神 一裕  
常務取締役 江口 祥一郎 （新任） 
取締役 坂本 隆義  
取締役 田中 俊太郎 （新任） 
取締役（社外取締役） 瀬尾 信雄  
常勤監査役 浜田  修  
監査役 加藤 英明  
監査役（社外監査役） 黒崎 功一  
監査役（社外監査役） 浅井 彰二郎  
平成 20 年 10 月 1 日付で共同持株会社に執行役員制を導入することにともない、同日付でケンウッドの

執行役員制は解消し、取締役制に一本化いたします。 

 
J&K テクノロジーズ株式会社 
 
役職名 氏名  
代表取締役 塩畑 一男  
代表取締役 前田 信夫  
取締役 中沢 隆平  
取締役 犬飼  真  
取締役 小宮山 正前  
取締役 阿部 重徳  
取締役 吉村 具彦  
監査役 藤田  聡  
監査役 久保田 隆博  

 
以 上 

 


