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平成22年6月24日 
各 位 

会 社 名 JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社 
代表者名 代表取締役会長 兼 社長 兼 CEO 河原 春郎 
 （コード番号6632  東証第一部） 
問合せ先 取締役 経営戦略部長 不破 久温 
 （TEL  045-444-5232） 

 
 

当社および事業会社の新経営体制発足のお知らせ 
 
 
当社は、本日開催しました第2回定時株主総会において取締役9名の選任を行い、その後の取締役会で代表取締役の

選任を決議しました。これにより、任期満了にともない本日付で発足した新執行役員体制（本年 5 月 28 日発表）と合

わせて、下記経営体制を発足しました。 
また、当社の子会社であり、当社グループの事業会社である日本ビクター株式会社（以下「ビクター」）、株式会社ケ

ンウッド（以下「ケンウッド」）、J&Kカーエレクトロニクス株式会社（以下「J&Kカーエレクトロニクス」）について

も、代表取締役、取締役および監査役の選任を行いましたので、あわせてお知らせいたします。 
 

１．当社経営体制 

取締役・監査役 
 

 役職名 氏名  
 代表取締役 会長 兼 社長 河原 春郎 （再任） 
 代表取締役 経営･財務改革担当 塩畑 一男 （前取締役） 
 取締役 経営戦略担当 不破 久温 （新任） 
 取締役 グループ経営刷新担当 尾高 宏 （再任） 
 取締役 ケンウッド 代表取締役社長 相神 一裕 （再任） 
 取締役 ビクター 代表取締役社長 伊藤 裕太 （新任） 
 取締役 J&Kカーエレクトロニクス 代表取締役社長 江口 祥一郎 （新任） 
 取締役 （社外取締役） 柏谷 光司 （再任） 
 取締役 （社外取締役） 瀬尾 信雄 （新任） 
 監査役 兼 ケンウッド 監査役（社外監査役） 土谷 繁晴 （非改選） 
 監査役 兼 ビクター 監査役（社外監査役） 加藤 英明 （非改選） 

 監査役 （社外監査役） 兼 ビクター 監査役（社外監査役） 庄山 範行 （非改選）（※1） 
 監査役 （社外監査役） 鷲田 彰彦 （非改選）（※1） 
 監査役 （社外監査役） 兼 ケンウッド 監査役（社外監査役） 黒崎 功一 （非改選）（※1） 

 
（※1）は会社法第2条第16号に定める「社外監査役」です。 

 
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 （再任） 
（兼） 執行役員 副社長 経営･財務改革、人事勤労担当 塩畑 一男 （新任） 
（兼） 執行役員 最高財務責任者（CFO）兼 経営戦略部長 兼 同

部 渉外部長 
不破 久温 （新任） 

 執行役員 常務 財務戦略部長 兼 J&Kカーエレクトロニ

クス 監査役 
藤田 聡 （新任） 

 執行役員 常務 コーポレート戦略部長 兼 ビクター 取締役 小宮山 正前 （新任） 
 執行役員 常務 統合シナジー推進部長 兼 J&Kカーエレ

クトロニクス 取締役 
多木 宏行 （再任） 
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 執行役員 常務 新事業開発センター長 前田 悟 （再任） 
（兼） 執行役員 常務 ビクター 代表取締役社長 伊藤 裕太 （新任） 
（兼） 執行役員 常務 ケンウッド 代表取締役社長 相神 一裕 （新任） 
（兼） 執行役員 常務 J&Kカーエレクトロニクス 代表取締役社長 江口 祥一郎 （新任） 

 
（兼）は取締役との兼務です。 

 

２．組織体制および部門長 

部門長 
 
 主な部門長・室長 氏名  
（兼） 経営戦略部長 不破 久温  
（兼） 財務戦略部長 藤田 聡  
（兼） コーポレート戦略部長 小宮山 正前  
（兼） 統合シナジー推進部長 多木 宏行  
（兼） 新事業開発センター長 前田 悟  
 統合技術戦略推進部長 柊元 宏  
 経営監査室長 大山 洋一  
 秘書室長 佐藤 龍一郎  

 
（兼）は取締役または執行役員との兼務です。 
 

３．事業会社の経営体制 
（１）ビクター 

取締役・監査役 
 

 役職名 氏名  
 （当社 取締役） 

代表取締役社長 
伊藤 裕太 （再任） 

（兼） 代表取締役 グループ経営刷新担当 尾高 宏 （新任） 
 常務取締役 財務経理部長 坂本 隆義 （前取締役） 
 取締役 JVC Europe Limited 社長 斉藤 学 （再任） 
 取締役 ホーム･エンタテインメント事業部長 足立 元美 （再任） 
 取締役 ビジネス･ソリューション事業部長 落合 信夫 （再任） 
 取締役 デジタル･イメージング事業部長 鈴木 雅之 （再任） 
 取締役 社長補佐 上田 治 （再任） 
 取締役 デジタル･イメージング事業部 イメージング統括部長 栗原 直一  （新任） 
（兼） 取締役 人事総務部長 小宮山 正前 （新任） 
 取締役 経営企画部長 兼 ソフト･エンタテインメント事業部長 今井 正樹 （新任） 
 監査役 （常勤） 久嶋 智博 （新任） 
（兼） 監査役 （社外監査役） 庄山 範行 （改選） 
（兼） 監査役 （社外監査役） 加藤 英明 （非改選） 

 
（兼）は当社取締役・執行役員･監査役との兼務です。 

 
（２）ケンウッド 

取締役・監査役 
 

 役職名 氏名  
 （当社 取締役） 

代表取締役社長 兼 ケンウッド環境会議議長 
相神 一裕 （再任） 

（兼） 代表取締役 塩畑 一男 （再任） 
 取締役 コミュニケーションズ事業部長 鈴木 昭 （再任） 
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 取締役 無線システム事業部長 根田 利勝 （再任） 
 取締役 生産･調達部長 吉村 具彦 （再任） 
 取締役 人事総務部長 水野 直正 （再任） 
 取締役 米州統括機構 統括責任者 

Kenwood U.S.A. Corporation 社長 
小林 順二 （再任） 

（兼） 取締役 （ビクター ビジネス･ソリューション事業部長） 落合 信夫 （新任） 
 監査役 （常勤） 浜田 修 （非改選） 
（兼） 監査役 （社外監査役） 黒崎 功一 （非改選） 
（兼） 監査役 （社外監査役） 土谷 繁晴 （非改選） 

 
（兼）は当社取締役・監査役または事業会社取締役との兼務です。 
 
主な組織変更 
①コミュニケーションズ事業部 ： 事業統括部の新設 

海外マーケティング推進部と事業推進部の連携強化を図るため、新たに事業統括部を新設し傘下に両部門を配置

します。 
②無線システム事業部 ： 事業統括部の新設 
システム、技術および生･販･在の連結強化のため、事業統括部を新設し、事業運営を強力に推進します。 

 
（３）J&Kカーエレクトロニクス 

取締役・監査役 
 

 役職名 氏名  
 （当社 取締役） 

代表取締役社長 兼 市販事業部長 
江口 祥一郎 （前常務取締役）

（兼） 取締役 社長補佐（コーポレート･財務経理） 多木 宏行 （再任） 
 取締役 技術本部長 阿部 重徳 （再任） 
 取締役 JVC Electronics Singapore Pte. Ltd. 社長 犬飼 真 （再任） 
 取締役 OEM事業部長 兼 株式会社長野ケンウッド 代表取締

役社長 
松沢 俊明 （新任） 

 取締役 生産･調達本部長 山谷 有一 （新任） 
（兼） 監査役 藤田 聡 （非改選） 
 監査役 久保田 隆博 （非改選） 

 
（兼）は当社執行役員との兼務です。 
 
 
 

以上 


