
   平成 24 年 2 月 8 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: 総務部長 青木 茂樹 電 話 番 号: 0277-52-0187 
機 構 改 革 および人 事 異 動 について 平成 24 年 4 月 1 日付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 平成 24 年 4 月１日 ２． 組織編成 【部・室の新設】 ＜開発第五部＞ ・新規事業分野の成長を目的として、開発第五部を新設する ３．執行役員担当職務変更 新担当職務 氏 名 旧担当職務 北米統括、 American Mitsuba Corporation CEO 兼 COO 木村 好正 北米担当、American Mitsuba Corporation COO 営業統括 阿部   登 第四事業責任者 第五事業責任者、生産技術担当 長瀬 裕一 技術開発統括、生産技術担当 調達担当 中山 博文 営業担当 開発管理担当、情報システム担当 関田 茂夫 生産担当、情報システム（L-MACS）担当 営業担当 多田   巧 ｱｼﾞｱｴﾘｱ担当（ﾍﾞﾄﾅﾑ・ﾀｲ・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ｲﾝﾄﾞ・ﾊﾟｷｽﾀﾝ） Thai Summit Mitsuba Electric Manufacturing Co.,Ltd.社長 生産担当、情報システム（L-MACS）担当 棚橋 得有 生産担当、新里工場工場長 北米プロジェクト担当 樋桁 秀男 － 北米担当、 American Mitsuba Corporation 白土 昌義 － 生産担当、 Tokyo Electrica de Mexico, S. A. DE C. V.社長 Corporacion Mitsuba de Mexico, S. A. DE C. V.社長 Partes de Precision Mitsuba de Mexico, S. A. DE C. V.社長 

東海林 正範 － 
第四事業責任者 野末   裕 － 第一事業副責任者 新井 邦彦 － 営業担当 茂木 真通 － 

 



４．執行役員人事 新 役 職 氏 名 旧 役 職 専務執行役員 木村 好正 常務執行役員 専務執行役員 阿部  登 常務執行役員 専務執行役員 高橋 良和 常務執行役員 常務執行役員 長瀬 裕一 執行役員 常務執行役員 大瀧 博行 執行役員 常務執行役員 小山 正行 執行役員 常務執行役員 飯塚 淳一 執行役員 執行役員 樋桁 秀男 Mitsuba Philippines Corporation 副社長 執行役員 兼 American Mitsuba Corporation 白土 昌義  American Mitsuba Corporation 執行役員 兼 Tokyo Electrica de Mexico, S. A. DE C. V.社長 Corporacion Mitsuba de Mexico, S. A. DE C. V.社長 Partes de Precision Mitsuba de Mexico, S. A. DE C. V.社長 
東海林 正範  Tokyo Electrica de Mexico, S. A. DE C. V.社長 Corporacion Mitsuba de Mexico, S. A. DE C. V.社長 Partes de Precision Mitsuba de Mexico, S. A. DE C. V.社長 執行役員 兼 第四事業責任者 野末  裕 Mitsuba Sical India Ltd. 執行役員 兼 第一事業副責任者 新井 邦彦 第一事業副責任者 執行役員 兼 国際営業部 部長 茂木 真通 Mitsuba Manufacturing France S. A.社長  ５．事業責任者人事 新 役 職 氏 名 旧 役 職 第四事業責任者 第五事業責任者 第一事業副責任者 第二事業副責任者 第三事業副責任者 野末  裕* 長瀬 裕一* 長島 愼一 戸崎  勉 岡田 道夫 － － 研究部 部長 東日本営業部 部長 事業推進室 室長  *執行役員が兼務        



６．部長人事 【新任】 新 役 職 氏 名 旧 役 職 監査室 室長 飯島   寛 開発第一部開発第一課 課長 東日本営業部 部長 茂木 真通* Mitsuba Manufacturing France S. A.社長 国際営業部 部長 水野 幸司 P. T. Mitsuba Indonesia 副社長 研究部 部長 阿部 英昭 開発第四部 担当部長 電子技術部 部長 小川 知行 電子技術部 担当部長 赤城工場 工場長 大井  守 富岡工場品質管理課 課長 富岡工場 工場長 稲村 春喜 新里工場 担当部長 生産管理部 部長 深津 文盛 生産管理部 担当部長 品質保証部 部長 今井 秀夫 品質保証部 担当部長                                 *執行役員が兼務  【異動】 新 役 職 氏 名 旧 役 職 本社営業部 部長 伏島 利行 西日本営業部 部長 西日本営業部 部長 高柳 敏彦 営業推進室 室長 営業推進室 室長 南雲 邦彦 本社営業部 部長 開発第五部 部長 萩原 伸一 監査室 室長 事業推進室 室長 坂本 武志 開発管理部 部長 開発管理部 部長 瀧澤  孝 品質保証部 部長 新里工場 工場長 武井  茂 富岡工場 工場長 鬼石工場 工場長 飯田 真一 新潟工場 工場長 福島工場 工場長 小宮 英彰 生産企画部 部長 新潟工場 工場長 佐藤  勇 鬼石工場 工場長 生産企画部 部長 澤柳 信夫 福島工場 工場長  以  上 


