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   　１．機構改革（平成２５年４月１日付）

   

（１）事業所・部門統廃合

　　　　　　①「グローバルビジネス統轄本部」を新設する。

　　　　　　③「FDBM事業本部」の「品質管理部」を廃止する。

　　　　　　④「滋賀技術開発センター支援統轄部」の中の「先行開発部」を廃止する。

　　　　　　②「FDBM事業本部　開発統轄部」の中の「中央開発技術研究所」「長野技術開発センター」の
　　　　　　   各「支援部」を廃止し、それぞれ「生産技術部」及び「生産管理部」に分割する。

　　　　　　⑤「汎用モータ事業本部 開発統轄部」の中の「開発第１部」及び「開発第２部」を廃止し、

平成25年3月29日

機構改革および人事異動のお知らせ 

下記の通り、機構改革および人事異動についてお知らせ致します。

記  

　各　位

　　　　　　⑥「汎用モータ事業本部　生産統轄部」の中に「購買部」を新設する。

　　　　　　⑦「車載事業本部　営業統轄部」の中の「営業企画部」を廃止する。

　　　　　　⑧「車載事業本部　生産統轄部」の中の「事業管理部」を廃止し、「購買部」を新設する。

　　　　　　⑨「家電産業事業本部」の中の「営業統轄部 営業第１部」「開発統轄部 滋賀技術開発センター 開発第１部」

　　　　  　　 及び「生産統轄部」を廃止する。

   　２．人事異動
   　（平成２５年４月１日付）

   　　           （ 新 ）

　　 取締役副社長執行役員 　　　取締役副社長執行役員

　　 取締役副社長執行役員 　　　取締役専務執行役員

　　 専務執行役員 　　  顧問

ＣＦＯ戦略室・広報宣伝･ＩＲ部・
関係会社管理部・経理部・
グローバル税務企画部・財務部統轄、
経営管理監査部・コンプライアンス室・
法務部・ＣＳＲ推進室担当
コンプライアンス委員会委員長 兼
ＣＳＲ委員会委員長

ＣＦＯ戦略室・広報宣伝･ＩＲ部・
関係会社管理部・経理部・
グローバル税務企画部・財務部統轄、
経営管理監査部・コンプライアンス室・
法務部・ＣＳＲ推進室担当
コンプライアンス委員会委員長 兼
ＣＳＲ委員会委員長

    さとう    あきら

佐藤　 明

（ 旧 ）

澤村　賢志
　さわむら   けんじ

　　　　　　⑤ 汎用モ タ事業本部 開発統轄部」の中の 開発第１部」及び 開発第２部」を廃止し、
　　　　　    「市場開拓部」及び「開発部」を新設する。

社長補佐
企業戦略室統轄
インド日本電産㈱会長
日本電産(香港)有限公司会長
日本電産凱宇汽車電器(江蘇)有限公司会長
日本電産サーボ㈱会長

社長補佐
企業戦略室統轄
日本電産サーボ㈱会長

    きむら  としひろ

木村　年宏
家電産業事業本部副本部長
日本電産テクノモータ㈱会長
日本電産シバウラ(浙江)有限公司会長
イ ド 本電産㈱会長

日本電産テクノモータ㈱社長
日本電産シバウラ(浙江)有限公司会長

インド日本電産㈱会長
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   　　           （ 新 ）

　　 専務執行役員 　　　専務執行役員

　　 取締役専務執行役員 　　  取締役常務執行役員
ＣＦＯ ＣＦＯ
ＣＦＯ戦略室・広報宣伝･ＩＲ部・経理部・ ＣＦＯ戦略室・広報宣伝･ＩＲ部・経理部・
グローバル税務企画部・財務部担当 グローバル税務企画部・財務部担当
ＣＦＯ戦略室長 ＣＦＯ戦略室長
日電産(上海)管理有限公司会長 日電産(上海)管理有限公司会長

　　 常務執行役員 　　  常務執行役員

　　 常務執行役員 　　  顧問
グローバルビジネス統轄本部長 日本電産テクノモータ（株）専務執行役員

　　 執行役員 　　  常務執行役員
タイ日本電産㈱社長
タイ日本電産精密㈱会長兼社長
SC WADO Co.,Ltd.会長兼社長
日本電産プレシジョン(マレーシア)㈱
会長兼社長
SC Wado Component (Cambodia) Co.,Ltd.社長

   たんぽ   くにやす

汎用モータ事業本部長 兼 事業企画室長
米国日本電産㈱会長
日本電産(香港)有限公司会長

髙尾　征志 

　 ひしだ   まさひろ

菱田　正博

丹保　邦康

吉松　加雄
   よしまつ  ますお

車載事業本部・汎用モータ事業本部統轄
車載事業本部長 兼 生産統轄部長
滋賀技術開発センター支援統轄部担当
欧州日本電産会長
日本電産自動車モータ(浙江)有限公司会長
日本電産凱宇汽車電器(江蘇)有限公司会長
日本電産マシナリー㈱会長

　はやふね   かずや

早舩　一弥
車載事業本部・汎用モータ事業本部統轄
車載事業本部長 兼 生産統轄部長
滋賀技術開発センター支援統轄部担当
欧州日本電産会長
日本電産自動車モータ(浙江)有限公司会長
韓国日本電産㈱会長
日本電産マシナリー㈱会長

　 たかお   まさし

汎用モータ事業本部長 兼 事業企画室長
米国日本電産㈱会長

タイ日本電産㈱社長
タイ日本電産精密㈱会長兼社長
SC WADO Co.,Ltd.会長兼社長
日本電産プレシジョン(マレーシア)㈱
会長兼社長
SC Wado Component (Cambodia) Co.,Ltd.社長

（ 旧 ）

　　 執行役員 　 　 執行役員

　　 執行役員 　 　 執行役員

　   執行役員 汎用モータ事業本部営業統轄部長
韓国日本電産㈱社長

　　 執行役員 関係会社管理部
関係会社管理部長 ゼネラル・マネジャー

（関係会社管理部長）

　   特別顧問 　　  専務執行役員

特別顧問 顧問
本電産 （株）社長 本電産 （株）専務執行 員

p

社長補佐
SC Wado Component (Cambodia) Co.,Ltd.会長
日本電産コンポーネントテクノロジー㈱
会長兼社長

辰野 仁司
汎用モータ事業本部 生産統轄部長
日本電産(大連)有限公司会長
上海日電産自動車電機モータ有限公司会長
日本電産(東莞)有限公司会長
日本電産(韶関)有限公司会長
ベトナム日本電産会社会長

汎用モータ事業本部 生産統轄部長
兼 生産統轄部 事業管理部長
兼 同 購買部長
兼 滋賀技術開発センター支援統轄部
   購買統括部長
日本電産(大連)有限公司会長
上海日電産自動車電機モータ有限公司会長
日本電産(東莞)有限公司会長
日本電産(韶関)有限公司会長
ベトナム日本電産会社会長

　 きたお　 よしひさ

   やまざき   まなぶ

 　はまぐち  やすお

山﨑　 学

北尾　宜久

   たつの　  ひとし

 ジャック    サイド

Jack S.Sayed
Nidec Automotive Motor Americas 社長
兼　Nidec Automotive Motor Mexicana 社長

汎用モータ事業本部営業統轄部長
韓国日本電産㈱会長兼社長

  ごうつぼ  ともふみ

郷坪　智史 

浜口　泰男

車載事業本部 事業企画室担当

p

社長補佐
SC Wado Component (Cambodia) Co.,Ltd.会長
日本電産コンポーネントテクノロジー㈱
会長兼社長

日本電産テクノモータ（株）社長 日本電産テクノモータ（株）専務執行役員

日本電産シバウラ（浙江）有限公司副会長
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   　　           （ 新 ）

滋賀技術開発センター支援統轄部　業務部 総務部　東京総務グループ
ゼネラル・マネジャー シニア・マネジャー
（業務部長）

日本電産(東莞)有限公司社長　
兼 日本電産(韶関)有限公司副会長

 （購買統括部長
　兼汎用モータ事業本部事業管理部長）　

汎用モータ事業本部　開発統轄部　
市場開拓部　
ゼネラル・マネジャー
（市場開拓部長）　 （開発第２部長）

汎用モータ事業本部　生産統轄部　 汎用モータ事業本部　生産技術部　
生産技術部　 ゼネラル・マネジャー
ゼネラル・マネジャー （生産技術部長）　
（生産技術部長）　

汎用モータ事業本部　営業統轄部 汎用モータ事業本部　営業統轄部
東京営業部 ゼネラル・マネジャー 東京営業部 ゼネラル・マネジャー
（東京営業部長） 兼　家電産業事業本部　営業統轄部

営業１部　ゼネラル・マネジャー
(汎用モータ事業本部営業統轄部 東京営業部長

滋賀技術開発センター所長
兼 滋賀技術開発センター支援統轄部長
兼 汎用モータ事業本部開発統轄部長
兼 大連技術開発センター所長
兼 東莞技術開発センター所長

　 みやもと  えいじ

宮本　栄治

早本　利弘

重盛　和也

滋賀技術開発センター副所長
兼 滋賀技術開発センター支援統轄部 購買統括部
兼 汎用モータ事業本部 事業管理部
ゼネラル・マネジャー

　しげもり　 かずや

　 ほしの　 けんいち

星野　賢一

松井   豊
　　まつい  　ゆたか

　 はやもと としひろ

　　みやじ　 いつお

宮路　逸扶

日本電産(東莞)有限公司社長
日本電産(韶関)有限公司副会長

（ 旧 ）

汎用モータ事業本部　開発統轄部
滋賀技術開発センター　開発第２部
ゼネラル・マネジャー

(汎用 タ事業本部営業統轄部 東京営業部長
  兼家電産業事業本部　営業統轄部営業１部長)

車載事業本部　営業統轄部 車載事業本部　営業統轄部　兼　営業企画部　
シニア・ゼネラル・マネジャー シニア・ゼネラル・マネジャー
（営業統轄部長）　 （営業統轄部長　兼　営業企画部長）　

車載事業本部　開発統轄部　 車載事業本部　開発統轄部　　
開発第１部　ゼネラル・マネジャー　 滋賀技術開発センター　開発第１部
（開発第１部長） ゼネラル・マネジャー　

（開発第１部長）

車載事業本部　開発統轄部　 車載事業本部　開発統轄部　
開発第２部　ゼネラル・マネジャー　 滋賀技術開発センター　開発第２部　
（開発第２部長） ゼネラル・マネジャー

（開発第２部長）　

車載事業本部　事業企画室　 車載事業本部　生産統轄部　
兼　同　生産統轄部　購買部　 事業管理部　ゼネラル・マネジャー　
ゼネラル・マネジャー　 （事業管理部長）
（事業企画室長 兼 購買部長）　　

FDBM事業本部　開発統轄部 FDBM事業本部　品質管理部
中央開発技術研究所　生産技術部　 シニア・マネジャー
ゼネラル・マネジャー
（生産技術部長）

FDBM事業本部　中央開発技術研究所副所長 FDBM事業本部　中央開発技術研究所副所長
兼　中央開発技術研究所 品質保証部 兼　開発統轄部　品質保証担当　
ゼネラル・マネジャー 兼　中央開発技術研究所 品質保証部
（中央開発技術研究所副所長 兼 品質保証部長） ゼネラル・マネジャー

（中央開発技術研究所副所長 兼 品質保証部長）

　おおこうち　ゆうじん

小此木　幹夫

　　おく  　よしと

大川内  裕仁

　 かたおか　 なかば

片岡　 央

　　たつた  　ひろし

奥 　義人

立田　 洋

　さ さ き　  しんじ

佐々木　心二

  おこのぎ　  みきお
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   　　           （ 新 ）

FDBM事業本部　開発購買部 FDBM事業本部　開発統轄部　購買担当
ゼネラル・マネジャー 兼　開発購買部
（開発購買部長） ゼネラル・マネジャー

（開発購買部長）

FDBM事業本部　開発統轄部 FDBM事業本部　開発統轄部　支援担当
中央開発技術研究所　生産管理部 兼　中央開発技術研究所　支援部
ゼネラル・マネジャー ゼネラル・マネジャー
（生産管理部長） （支援部長）

FDBM事業本部　開発統轄部 FDBM事業本部　開発統轄部
長野技術開発センター 長野技術開発センター　支援部
生産技術部ゼネラル・マネジャー ゼネラル・マネジャー
兼 生産管理部　ゼネラル・マネジャー （支援部長）
（生産技術部長兼生産管理部長）

人事部　ゼネラル・マネジャー 専務執行役員付　シニア・マネジャー
（人事部長）

シンガポール日本電産（株）社長 日本電産テクノモータ（株）出向

以　上

　 しみず 　としあき

清水　俊晶

　もりた 　 く み お

森田　久美男

　 あだち 　よしろう

足立　善朗

 　やまだ　 まさあき

山田　正明

   たかざわ　のぶや

髙澤　信哉

（ 旧 ）
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