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    平成 23 年 4 月 27 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 兼 CFO 不破 久温 
 （TEL  045-444-5232） 

 
 
 

当社グループ経営体制の改革にともなう 
代表取締役の異動および役員の委嘱変更などのお知らせ 

 
当社は、本日開催の取締役会において、本年 5 月 1 日付で、当社グループの 3 つの事業会社の合併

に向けて経営体制の改革を行うとともに、代表取締役の異動および取締役の委嘱変更、当社の子会社
であり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」）の代表取締役
および取締役の異動などを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 
1. 当社グループ経営体制改革の概要 

当社グループは、平成 20 年 10 月 1 日の経営統合以降、統合効果の早期実現に取り組みながら、各
種構造改革に取り組み、当平成 23 年 3 月期の業績を大幅に改善させるとともに、安定資金を確保し、
本日発表の「平成 23 年 3 月期決算短信」において、「継続企業の前提に関する注記」を解消いたしま
した。 
これまで、当社グループでは、グループ一体経営に向けて、当社取締役への事業会社長の委嘱、本

社・事業所再編、事業会社の取締役会・監査役会非設置会社化、社内の制度一本化や人事交流などを
進めてきましたが、統合会社として利益ある成長に向けて成長戦略を加速するため、本年 10 月の当社
と 3 事業会社の合併を想定し、事業環境の変化に迅速・柔軟に対応できる統合経営体制を本年 5 月 1
日付で整えることといたしました。 
 

（1）当社経営トップ 
現在の会長 兼 社長 兼 CEO の一元体制から、統合経営･合併準備と事業運営を分担する体

制といたします。 
 

河原 春郎 代表取締役会長 兼 執行役員統合経営責任者、合併準備委員会議長、取締役
会議長 

不破 久温 代表取締役社長 兼 執行役員最高経営責任者（CEO）、成長戦略推進会議長
なお、最高財務責任者（CFO）を藤田 聡とする。 

 
（2）事業会社の経営体制再編と事業グループ COO の設置 

事業会社別の経営体制を再編し、4 事業セグメントに対応した 4 つの「事業グループ」を発足
させます。CEO が 3 事業会社長を兼務し、CEO のもとで、各事業グループに最高業務執行責
任者 COO（Chief Operating Officer）を置き、COO が実質的に各事業運営を行います。 

 

江口 祥一郎 カーエレクトロニクス事業グループ COO 
相神 一裕 業務用システム事業グループ COO 
不破 久温 ホーム＆モバイル事業グループ COO 
今井 正樹 ソフトエンタテインメント事業グループ COO 

 
（3）合併準備委員会および成長戦略推進会議の設置 

当社取締役会のもとで、合併に向けた準備を全社体制で推進する「合併準備委員会」と、CEO
のもとで、戦略投資やグループ全体の成長戦略を推進し、中期経営計画を促進する「成長戦略
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推進会議」を設置し、統合経営体制をさらに進めていきます。 
 
２. 当社代表取締役の異動（5 月 1 日付） 

新任代表取締役社長 
 

氏名 不破 久温（ふわ ひさよし） 
新職務 代表取締役社長 兼 執行役員最高経営責任者（CEO） 
現職務 取締役 兼 最高財務責任者（CFO） 
生年月日 昭和 24年 7月 6日  
所有株式数 10,600 株（平成 23 年３月 31 日現在） 
略歴 昭和 61 年 6 月 東芝メディカルシステムズ・ヨーロッパ社 取締役 
 平成 7 年 6 月 株式会社東芝 総合企画部担当部長 
 平成 11 年 11 月 東芝アメリカ社 副社長 
 平成 14 年 6 月 株式会社東芝 財務部次長 
 平成 15 年 4 月 同社 経営企画部長 
 平成 15 年 6 月 同社 執行役常務（経営企画部長） 
 平成 18 年 6 月 同社 執行役常務（経営企画部長、イノベーション推進本部

icube プロジェクト推進室長） 
 平成 19 年 4 月 同社 執行役常務（総合企画グループ担当） 
 平成 19 年 6 月 東芝キャリア株式会社 代表取締役社長 
 平成 22 年 3 月 株式会社東芝 顧問 
 平成 22 年６月 当社 取締役 経営戦略担当 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（現任） 
 
 

３. 当社取締役および執行役員の委嘱変更（5 月 1 日付） 
取締役 

 

 役職名 氏名  
 代表取締役会長 兼 執行役員統合経営責任者、取締役会議長 河原 春郎  
 代表取締役社長 兼 執行役員最高経営責任者（CEO） 

兼 ビクター代表取締役社長 兼 ケンウッド代表取締役社長 
兼 J&K カーエレクトロニクス代表取締役社長 

不破 久温  

 取締役 兼 執行役員副社長 江口 祥一郎  
 取締役 兼 執行役員専務 相神 一裕  

 
執行役員 

 

 役職名 氏名  
（兼） 執行役員 最高経営責任者（CEO）兼 ホーム＆モバイル事業

グループ COO 
成長戦略推進会議長 

不破 久温  

（兼） 執行役員 統合経営責任者 河原 春郎  
（兼） 執行役員 副社長 経営戦略部長 兼 カーエレクトロニクス

事業グループ COO 
江口 祥一郎  

（兼） 執行役員 専務 マーケティング戦略部長 兼業務用システム

事業グループ COO 
相神 一裕  

 執行役員 常務 最高財務責任者（CFO） 兼 財務戦略部長 藤田 聡  
 執行役員 常務 コーポレート管理部長 多木 宏行  
 執行役員 常務 人事･勤労部長 小宮山 正前  
 執行役員 常務 前田 悟  

 
（兼）は取締役との兼務です。 

 
当社取締役 兼 執行役員常務 ビクター代表取締役社長の伊藤 裕太は 4月 27日付で退任いた
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しました。 
 
 

４. 事業会社の代表取締役および取締役の委嘱変更（5 月 1 日付） 
（1）ビクター 

 
 役職名 氏名  
（兼） 代表取締役社長（4 月 27 日付） 不破 久温 （新任）

 取締役 当社 生産･調達部長 兼 ビジネスソリューション

事業部長 
落合 信夫  

 取締役 当社 不破 COO 補佐 兼 プロジェクター統括部長 栗原 直一   
 取締役 JVC Manufacturing Malaysia Sdn. Bhd. 社長 吉村 具彦  

 
（兼）は当社取締役との兼務です。 

 
（2）ケンウッド 

 
 役職名 氏名  
（兼） 代表取締役社長 不破 久温 （新任）

（兼） 代表取締役 相神 一裕  
 取締役 当社 相神 COO 補佐 兼 無線システム事業部長 根田 利勝  
 取締役 JVC America, Inc. 取締役 兼 Kenwood U.S.A. 

Corporation 取締役 
小林 順二  

 
（兼）は当社取締役との兼務です。 

 
（3）J&K カーエレクトロニクス 

 
 役職名 氏名  
（兼） 代表取締役社長 不破 久温 （新任）

（兼） 代表取締役 江口 祥一郎  
 取締役 当社 江口 COO 補佐 兼 OEM 事業部長 松沢 俊明  
 取締役 市販事業部長 犬飼 真  
 取締役 P.T. JVC Electronics Indonesia 社長 山谷 有一  

 
（兼）は当社取締役との兼務です。 

 
 

５. 主な組織変更 
 

（1）経営戦略部の分割･再編 
経営戦略部を、「経営戦略部」と、「マーケティング戦略部」に分割・再編をします。 

 

（2）コーポレート戦略部の分割・再編 
コーポレート戦略部を、「人事･勤労部」と、「コーポレート管理部」に分割・再編します。 

 

（3）機能分割による統合シナジー推進部の改称 
生産調達機能に特化し、「生産･調達部」へ改称します。 

 

（4）統合技術戦略推進部 
知財部門を編入します。 
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（5）組織体制および部門長 
 
組織概略図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部門長 
 

 主な部門長・室長 氏名  
（兼） 新事業開発センター長 柊元 宏  
（兼） 経営戦略部長 江口 祥一郎  
（兼） マーケティング戦略部長 相神 一裕  
 人事･勤労部長 小宮山 正前  
 コーポレート管理部長 多木 宏行  
 生産･調達部長 落合 信夫  

 
（兼）は取締役または部門長との兼務です。 

 
 

以上 
 

 

株主総会

監査役会 会計監査人

取締役会/執行役員会

新事業
開発センター

経営戦略部
マーケティング

戦略部 財務戦略部 人事・勤労部
コーポレート

管理部 生産・調達部
統合技術

戦略推進部

代表取締役会長
兼 執行役員統合経営責任者

代表取締役社長
兼 執行役員最高経営責任者


