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２０１５年２月２７日 

 

各  位 

 

    
   会 社 名   パナソニック株式会社 

                                         代表者名   取締役社長  津賀 一宏 

     （コード番号 6752 東証･名証第一部） 

   問合せ先    ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ・IR 渉外室 

      室長  高桑 幸恵 

      （TEL．06-6908-1121） 

取締役・役員および監査役の人事について 

 

本日、当社は取締役・役員および監査役の人事について、添付の通り発表しましたので、お知らせ

致します。 

 

尚、代表取締役の新任もしくは退任の予定はありません。
 

 

（添付資料）取締役・役員および監査役の人事等について 

 

 

以上

 



  

 

２０１５年２月２７日 

取締役・役員および監査役の人事等について 

本日開催の当社取締役会において、次のとおり４月１日付取締役・役員等の人事が決定し、

また、６月２５日付取締役・監査役等の人事が内定しました。正式には、６月２５日に開催予定の

定時株主総会および取締役会、監査役会において決定されます。 

 

１．役員の退任（３月３１日付） 

氏名 新職（４月１日付） 現職 

西口 史郎 顧問 役員 

アプライアンス社 上席副社長 

 企画担当 

福井 靖知 顧問 役員 

総務・保信担当、施設管財担当、企業スポーツ推進担当 

 

２．役員の新任（４月１日付） 

役位 氏名 現職 

役員 岩井 良行  

役員 石井 誠 情報システム担当 

役員 西田 亨 オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社 副社長 

 インダストリアル事業担当 

  （兼）パナソニック セミコンダクターソリューションズ（株）社長 

役員 村田 和弘 エコソリューションズ社 

 マーケティング本部 住建営業統括部長 

役員 青田 広幸 オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社 副社長 

 マニュファクチャリング事業担当 

  （兼）パナソニック ファクトリーソリューションズ（株）社長 

役員 有薗 正樹 パナソニック マーケティング ヨーロッパ（有） 

 パナソニック システムコミュニケーションズ ヨーロッパ社 社長 

役員 山田 昌司 エコソリューションズ社 常務 

 ハウジングシステム事業部長、エイジフリー担当 

役員 小川 理子 アプライアンス社 

 ホームエンターテインメント事業部 テクニクス事業推進室長 

役員 上原 宏敏 オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社 

 インフォテインメント事業部長 
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３．取締役・役員の業務担当（４月１日付） （下線部：担当変更） 

役位・氏名 新担当(４月１日付) 現担当 

代表取締役会長 

長榮 周作 

  

代表取締役副会長 

松下 正幸 

  

代表取締役社長 

津賀 一宏 

  

代表取締役副社長 

山田 喜彦 

海外戦略地域担当 

 （兼）戦略地域事業推進本部長 

海外戦略地域担当 

 （兼）戦略地域事業推進本部長 

代表取締役副社長 

髙見 和徳（昇任） 

日本地域担当、ＣＳ担当、 

デザイン担当 

アプライアンス社 社長 

 （兼）コンシューマー事業担当 

代表取締役専務 

河井 英明 

経理・財務担当、 

全社コストバスターズプロジェクト担当 

経理・財務担当、 

全社コストバスターズプロジェクト担当 

代表取締役専務 

宮部 義幸 

技術担当、知的財産担当、 

モノづくり総括担当、調達担当 

ＡＶＣネットワークス社 社長、 

集中契約担当（２０１５年３月１日付） 

代表取締役専務 

伊藤 好生 

オートモーティブ＆インダストリアル

システムズ社 社長

 （兼）インダストリアル事業担当 

オートモーティブ＆インダストリアル

システムズ社 社長

代表取締役専務 

岡 民夫 

エコソリューションズ社 社長、 

建設業・安全管理部担当 

エコソリューションズ社 社長、 

建設業・安全管理部担当 

常務取締役 

遠山 敬史 

東京代表、 

渉外担当（兼）渉外本部長、 

東京オリンピック・パラリンピック推進担当

東京代表、 

渉外担当（兼）渉外本部長、 

東京オリンピック・パラリンピック推進担当

常務取締役 

石井 純 

人事・総務・保信担当、 

法務・フェアビジネス・グループ 

ガバナンス・リスクマネジメント担当、

施設管財担当、 

企業スポーツ推進担当、 

リスク・ガバナンス本部長 

人事担当、法務担当、 

全社リスク管理 

・情報セキュリティ・企業倫理担当、

情報システム総括担当、 

リーガル本部長 
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 （下線部：担当変更） 

役位・氏名 新担当(４月１日付) 現担当 

常務取締役 

吉田 守 

アプライアンス社 上席副社長 

 エアコンカンパニー社長、 

 テレビ事業担当 

技術担当、知的財産担当、品質担当、

ＦＦ市場対策担当、環境担当、 

パナソニック・スピンアップ・ファンド担当、

アプライアンス社 

  エアコン・冷熱空調デバイス事業担当 

  （兼）エアコン事業部長 

常務取締役 

野村 剛 

 生産革新担当、調達担当、物流担当、 

モータ事業管理室担当、 

モノづくり本部長 

常務取締役 

佐藤 基嗣（昇任） 

企画担当、ＢＰＲプロジェクト担当、

事業創出プロジェクト担当、 

パナソニック・スピンアップ・ファンド担当

企画担当、ＢＰＲプロジェクト担当、

事業創出プロジェクト担当 

取締役 

宇野 郁夫 

  

取締役 

奥 正之 

  

取締役 

大田 弘子 

  

常任監査役 

佐野 精一郎 

  

常任監査役 

古田 芳浩 

パナソニックグループ監査役会議 議長 パナソニックグループ監査役会議 議長

監査役 

佐藤 義雄 

  

監査役 

畑 郁夫 

  

監査役 

木下 俊男 
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 （下線部：担当変更） 

役位・氏名 新担当(４月１日付) 現担当 

常務役員 

Laurent
ロ ー ラ ン

 Abadie
ア バ デ ィ

 

欧州・ＣＩＳ総代表、 

パナソニック ヨーロッパ（株）会長 

 （兼）パナソニック マーケティング 

 ヨーロッパ（有）社長

欧州・ＣＩＳ総代表、 

パナソニック ヨーロッパ（株）会長 

 （兼）パナソニック マーケティング 

 ヨーロッパ（有）社長

常務役員 

塩川 順久 

中南米総代表 

 （兼）パナソニック 

 ラテンアメリカ社 社長

 （兼）パナソニック マーケティング

 ラテンアメリカ社 社長

中南米総代表 

 （兼）パナソニック 

 ラテンアメリカ社 社長

 （兼）パナソニック マーケティング

 ラテンアメリカ社 社長

常務役員 

Joseph
ジ ョ ゼ フ

 Taylor
テ ー ラ ー

 

北米総代表、 

パナソニック ノースアメリカ（株）会長 

北米総代表、 

パナソニック ノースアメリカ（株）会長 

常務役員 

大澤 英俊 

中国・北東アジア総代表、 

パナソニック チャイナ（有）会長 

中国・北東アジア総代表、 

パナソニック チャイナ（有） 会長 

常務役員 

中島 幸男 

アプライアンス社 上席副社長 

 日本地域コンシューマー 

マーケティング部門長

  （兼）コンシューマー 

マーケティングジャパン本部長

日本地域コンシューマー 

マーケティング部門長

 （兼）コンシューマー 

マーケティングジャパン本部長、

デザイン担当 

常務役員 

柴田 雅久 

オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社 上席副社長

 オートモーティブ事業担当 

オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社 上席副社長

 オートモーティブ事業担当 

常務役員 

榎戸 康二（昇任） 

ＡＶＣネットワークス社 社長 

 （兼）ビジュアル 

＆イメージング事業担当

 （兼）ソリューション事業担当 

ＡＶＣネットワークス社 上席副社長

 システムソリューション事業担当 

常務役員 

本間 哲朗（昇任） 

アプライアンス社 社長 

 （兼）コンシューマー事業担当 

アプライアンス社 上席副社長 

 コールドチェーン 

・ホームアプライアンス事業担当

  （兼）冷蔵庫事業部長 

常務役員 

北野 亮（昇任） 

エコソリューションズ社 上席副社長 

 ＢｔｏＢソリューション担当、 

 ライティング事業部長 

エコソリューションズ社 副社長 

 ライティング事業部長 
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 （下線部：担当変更） 

役位・氏名 新担当(４月１日付) 現担当 

役員 

高木 俊幸 

生産革新担当、品質担当、 

ＦＦ市場対策担当、環境担当、 

モータ事業管理室担当 

ＡＶＣネットワークス社 上席副社長 

 システムプロダクツ事業担当、 

 パナソニック システム 

ネットワークス（株）社長、

 パナソニック モバイル 

コミュニケーションズ（株）担当

役員 

井戸 正弘 

ソリューション営業担当 

 （兼）ビジネスソリューション本部長、

東京オリンピック・パラリンピック 

推進本部長

ソリューション営業担当 

 （兼）ビジネスソリューション本部長、

東京オリンピック・パラリンピック 

推進本部長

役員 

竹安 聡 

コーポレートコミュニケーション担当、 

宣伝担当、社会文化担当、 

ブランドコミュニケーション本部長 

コーポレートコミュニケーション担当、 

宣伝担当、社会文化担当、 

ブランドコミュニケーション本部長 

役員 

Paul
ポ ー ル

 Marg is
マ ー ジ ス

 

ＡＶＣネットワークス社 上席副社長

 アビオニクス事業担当 

  （兼）アビオニクス事業部長 

ＡＶＣネットワークス社 上席副社長

 アビオニクス事業担当 

  （兼）アビオニクス事業部長 

役員 

北川 潤一郎 

欧州家電担当 東南アジア・大洋州総代表、 

パナソニック 

 アジアパシフィック（株） 社長

 （兼）パナソニック 

 コンシューマー マーケティング

 アジアパシフィック社 社長

役員 

伊東 大三 

インド・南アジア・中東阿総代表、 

パナソニック インド（株）社長 

インド・南アジア・中東阿総代表、 

パナソニック インド（株）社長 

役員 

坂本 真治 

オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社 上席副社長

 エナジー事業担当 

オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社 上席副社長

 エナジー事業担当 

  （兼）三洋電機（株） 

 小型二次電池事業部長

役員 

楠見 雄規 

アプライアンス社 上席副社長 

 ホームアプライアンス 

＆エンターテインメント事業担当

  （兼）ホームエンターテインメント

事業部長

アプライアンス社 上席副社長 

 ホームエンターテインメント 

・ビューティ・リビング事業担当

  （兼）ホームエンターテインメント

事業部長
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 （下線部：担当変更） 

役位・氏名 新担当(４月１日付) 現担当 

役員 

岩井 良行（新任） 

エコソリューションズ社 副社長 

 事業開発担当、情報渉外担当 

 

役員 

石井 誠（新任） 

情報システム担当、物流担当 情報システム担当 

役員 

西田 亨（新任） 

東南アジア・大洋州総代表、 

パナソニック 

 アジアパシフィック（株）社長

 （兼）パナソニック  

コンシューマー マーケティング

アジアパシフィック社 社長

オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社 副社長

 インダストリアル事業担当 

  （兼）パナソニック セミコンダクター

ソリューションズ（株）社長

役員 

村田 和弘（新任） 

エコソリューションズ社 副社長 

 マーケティング本部長 

エコソリューションズ社 

 マーケティング本部 

 住建営業統括部長

役員 

青田 広幸（新任） 

オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社 副社長

 ファクトリーソリューション事業担当

  （兼）スマートファクトリー 

ソリューション事業部長

  （兼）パナソニック ファクトリー 

ソリューションズ（株）社長

オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社 副社長

 マニュファクチャリング事業担当 

  （兼）パナソニック ファクトリー 

ソリューションズ（株）社長

役員 

有薗 正樹（新任） 

欧州ソリューション事業担当、 

ＡＶＣネットワークス社 副社長 

パナソニック マーケティング 

 ヨーロッパ（有）

 パナソニック 

 システムコミュニケーションズ

 ヨーロッパ社社長

パナソニック マーケティング 

 ヨーロッパ（有）

 パナソニック 

 システムコミュニケーションズ

 ヨーロッパ社 社長

役員 

山田 昌司（新任） 

エコソリューションズ社 副社長 

 ハウジングシステム事業部長、 

 エイジフリー担当 

エコソリューションズ社 常務 

 ハウジングシステム事業部長、 

 エイジフリー担当 

役員 

小川 理子（新任） 

テクニクスブランド事業担当、 

アプライアンス社 常務 

 ホームエンターテインメント事業部

 テクニクス事業推進室長

アプライアンス社 

 ホームエンターテインメント事業部 

テクニクス事業推進室長
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 （下線部：担当変更） 

役位・氏名 新担当(４月１日付) 現担当 

役員 

上原 宏敏（新任） 

オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社 副社長

 インフォテインメントシステム事業部長

オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社

 インフォテインメント事業部長 

 

 

４．取締役・監査役の退任・新任（６月２５日付） 

〈退任〉 

氏名 新職（６月２５日付） 現職（４月１日付） 

吉田 守 常務役員 

アプライアンス社 上席副社長 

 エアコンカンパニー社長、 

 テレビ事業担当 

常務取締役 

アプライアンス社 上席副社長 

 エアコンカンパニー社長、 

 テレビ事業担当 

野村 剛 顧問 常務取締役 

古田 芳浩 顧問 常任監査役 

パナソニックグループ監査役会議 議長

 

〈新任〉 

役位 氏名 現職（４月１日付） 

常務取締役 榎戸 康二 常務役員 

ＡＶＣネットワークス社 社長 

 （兼）ビジュアル＆イメージング事業担当 

 （兼）ソリューション事業担当 

常務取締役 本間 哲朗 常務役員 

アプライアンス社 社長 

 （兼）コンシューマー事業担当 

常任監査役 安原 裕文 オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社 

 常勤監査役員 
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５．取締役・役員の業務担当（６月２５日付）  

役位・氏名 新担当(６月２５日付) 現担当(４月１日付) 

代表取締役会長 

長榮 周作 

  

代表取締役副会長 

松下 正幸 

  

代表取締役社長 

津賀 一宏 

  

代表取締役副社長 

山田 喜彦 

海外戦略地域担当 

 （兼）戦略地域事業推進本部長 

 

海外戦略地域担当 

 （兼）戦略地域事業推進本部長 

 

代表取締役副社長 

髙見 和徳 

日本地域担当、ＣＳ担当、 

デザイン担当 

日本地域担当、ＣＳ担当、 

デザイン担当 

代表取締役専務 

河井 英明 

経理・財務担当、 

全社コストバスターズプロジェクト担当

 

経理・財務担当、 

全社コストバスターズプロジェクト担当

 

代表取締役専務 

宮部 義幸 

技術担当、知的財産担当、 

モノづくり総括担当、調達担当 

技術担当、知的財産担当、 

モノづくり総括担当、調達担当 

代表取締役専務 

伊藤 好生 

オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社 社長

 （兼）インダストリアル事業担当 

オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社 社長

 （兼）インダストリアル事業担当 

代表取締役専務 

岡 民夫 

エコソリューションズ社 社長、 

建設業・安全管理部担当 

エコソリューションズ社 社長、 

建設業・安全管理部担当 

常務取締役 

遠山 敬史 

東京代表、 

渉外担当（兼）渉外本部長、 

東京オリンピック・パラリンピック推進担当

東京代表、 

渉外担当（兼）渉外本部長、 

東京オリンピック・パラリンピック推進担当

常務取締役 

石井 純 

人事・総務・保信担当、 

法務・フェアビジネス・グループ 

ガバナンス・リスクマネジメント担当、

施設管財担当、企業スポーツ推進担当、

リスク・ガバナンス本部長 

人事・総務・保信担当、 

法務・フェアビジネス・グループ 

ガバナンス・リスクマネジメント担当、

施設管財担当、企業スポーツ推進担当、

リスク・ガバナンス本部長 

常務取締役 

榎戸 康二（新任） 

ＡＶＣネットワークス社 社長 

 （兼）ビジュアル＆イメージング事業担当

 （兼）ソリューション事業担当 

ＡＶＣネットワークス社 社長 

 （兼）ビジュアル＆イメージング事業担当

 （兼）ソリューション事業担当 
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 （下線部：担当変更） 

役位・氏名 新担当(６月２５日付) 現担当(４月１日付) 

常務取締役 

佐藤 基嗣 

企画担当、ＢＰＲプロジェクト担当、 

事業創出プロジェクト担当、 

パナソニック・スピンアップ・ファンド担当

企画担当、ＢＰＲプロジェクト担当、 

事業創出プロジェクト担当、 

パナソニック・スピンアップ・ファンド担当

常務取締役 

本間 哲朗（新任） 

アプライアンス社 社長 

 （兼）コンシューマー事業担当 

アプライアンス社 社長 

 （兼）コンシューマー事業担当 

取締役 

宇野 郁夫 

  

取締役 

奥 正之 

  

取締役 

大田 弘子 

  

常任監査役 

佐野 精一郎 

  

常任監査役 

安原 裕文（新任） 

パナソニックグループ監査役会議 議長 オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社 常勤監査役員

監査役 

佐藤 義雄 

  

監査役 

畑 郁夫 

  

監査役 

木下 俊男 

  

 

役位・氏名 新担当(６月２５日付) 現担当(４月１日付) 

常務役員 

Laurent
ロ ー ラ ン

 Abadie
ア バ デ ィ

 

欧州・ＣＩＳ総代表、 

パナソニック ヨーロッパ（株）会長 

 （兼）パナソニック マーケティング 

 ヨーロッパ（有）社長

欧州・ＣＩＳ総代表、 

パナソニック ヨーロッパ（株）会長 

 （兼）パナソニック マーケティング 

 ヨーロッパ（有）社長

常務役員 

塩川 順久 

中南米総代表 

 （兼）パナソニック 

 ラテンアメリカ社 社長

 （兼）パナソニック マーケティング 

 ラテンアメリカ社 社長

中南米総代表 

 （兼）パナソニック 

 ラテンアメリカ社 社長

 （兼）パナソニック マーケティング 

 ラテンアメリカ社 社長
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役位・氏名 新担当(６月２５日付) 現担当(４月１日付) 

常務役員 

吉田 守 

アプライアンス社 上席副社長 

 エアコンカンパニー社長、 

 テレビ事業担当 

アプライアンス社 上席副社長 

 エアコンカンパニー社長、 

 テレビ事業担当 

常務役員 

Joseph
ジ ョ ゼ フ

 Taylor
テ ー ラ ー

 

北米総代表、 

パナソニック ノースアメリカ（株）会長 

北米総代表、 

パナソニック ノースアメリカ（株）会長 

常務役員 

大澤 英俊 

中国・北東アジア総代表、 

パナソニック チャイナ（有） 会長 

中国・北東アジア総代表、 

パナソニック チャイナ（有） 会長 

常務役員 

中島 幸男 

アプライアンス社 上席副社長 

 日本地域コンシューマー 

マーケティング部門長

  （兼）コンシューマー 

マーケティングジャパン本部長

アプライアンス社 上席副社長 

 日本地域コンシューマー 

マーケティング部門長

  （兼）コンシューマー 

マーケティングジャパン本部長

常務役員 

柴田 雅久 

オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社 上席副社長

 オートモーティブ事業担当 

オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社 上席副社長

 オートモーティブ事業担当 

常務役員 

北野 亮 

エコソリューションズ社 上席副社長 

 ＢｔｏＢソリューション担当、 

 ライティング事業部長 

エコソリューションズ社 上席副社長 

 ＢｔｏＢソリューション担当、 

 ライティング事業部長 

役員 

高木 俊幸 

生産革新担当、品質担当、 

ＦＦ市場対策担当、環境担当、 

モータ事業管理室担当 

生産革新担当、品質担当、 

ＦＦ市場対策担当、環境担当、 

モータ事業管理室担当 

役員 

井戸 正弘 

ソリューション営業担当 

 （兼）ビジネスソリューション本部長、

東京オリンピック・パラリンピック 

推進本部長

ソリューション営業担当 

 （兼）ビジネスソリューション本部長、

東京オリンピック・パラリンピック 

推進本部長

役員 

竹安 聡 

コーポレートコミュニケーション担当、 

宣伝担当、社会文化担当、 

ブランドコミュニケーション本部長 

コーポレートコミュニケーション担当、 

宣伝担当、社会文化担当、 

ブランドコミュニケーション本部長 

役員 

Paul
ポ ー ル

 Marg is
マ ー ジ ス

 

ＡＶＣネットワークス社 上席副社長 

 アビオニクス事業担当 

  （兼）アビオニクス事業部長 

ＡＶＣネットワークス社 上席副社長 

 アビオニクス事業担当 

  （兼）アビオニクス事業部長 

役員 

北川 潤一郎 

欧州家電担当 欧州家電担当 

役員 

伊東 大三 

インド・南アジア・中東阿総代表、 

パナソニック インド（株）社長 

インド・南アジア・中東阿総代表、 

パナソニック インド（株）社長 
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役位・氏名 新担当(６月２５日付) 現担当(４月１日付) 

役員 

坂本 真治 

オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社 上席副社長

 エナジー事業担当 

オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社 上席副社長

 エナジー事業担当 

役員 

楠見 雄規 

アプライアンス社 上席副社長 

 ホームアプライアンス 

＆エンターテインメント事業担当

  （兼）ホームエンターテインメント 

事業部長

アプライアンス社 上席副社長 

 ホームアプライアンス 

＆エンターテインメント事業担当

  （兼）ホームエンターテインメント

事業部長

役員 

岩井 良行 

エコソリューションズ社 副社長 

 事業開発担当、情報渉外担当 

エコソリューションズ社 副社長 

 事業開発担当、情報渉外担当 

役員 

石井 誠 

情報システム担当、物流担当 情報システム担当、物流担当 

役員 

西田 亨 

東南アジア・大洋州総代表、 

パナソニック 

 アジアパシフィック（株）社長

 （兼）パナソニック  

コンシューマー マーケティング

アジアパシフィック社 社長

東南アジア・大洋州総代表、 

パナソニック アジア 

パシフィック（株）社長

 （兼）パナソニック コンシューマー 

 マーケティング アジアパシフィック社

 社長

役員 

村田 和弘 

エコソリューションズ社 副社長 

 マーケティング本部長 

エコソリューションズ社 副社長 

 マーケティング本部長 

役員 

青田 広幸 

オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社 副社長

 ファクトリーソリューション事業担当 

  （兼）スマートファクトリー 

ソリューション事業部長

  （兼）パナソニック ファクトリー 

ソリューションズ（株）社長

オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社 副社長

 ファクトリーソリューション事業担当 

  （兼）スマートファクトリー 

ソリューション事業部長

  （兼）パナソニック ファクトリー 

ソリューションズ（株）社長

役員 

有薗 正樹 

欧州ソリューション事業担当、 

ＡＶＣネットワークス社 副社長 

パナソニック マーケティング 

 ヨーロッパ（有）

 パナソニック 

 システムコミュニケーションズ

 ヨーロッパ社 社長

欧州ソリューション事業担当、 

ＡＶＣネットワークス社 副社長 

パナソニック マーケティング 

 ヨーロッパ（有）

 パナソニック 

 システムコミュニケーションズ

 ヨーロッパ社 社長
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役位・氏名 新担当(６月２５日付) 現担当(４月１日付) 

役員 

山田 昌司 

エコソリューションズ社 副社長 

 ハウジングシステム事業部長、 

 エイジフリー担当 

エコソリューションズ社 副社長 

 ハウジングシステム事業部長、 

 エイジフリー担当 

役員 

小川 理子 

テクニクスブランド事業担当、 

アプライアンス社 常務 

 ホームエンターテインメント事業部

 テクニクス事業推進室長

テクニクスブランド事業担当、 

アプライアンス社 常務 

 ホームエンターテインメント事業部

 テクニクス事業推進室長

役員 

上原 宏敏 

オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社 副社長

 インフォテインメントシステム事業部長

オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社 副社長

インフォテインメントシステム事業部長

 

 

６．リスク・ガバナンス本部の新設等（４月１日付） 

（１） リスク・ガバナンス本部の新設 

  （ 趣旨・内容 ） 

当社グループとして２０１８年度 売上１０兆円の実現に向けて、グローバルに成長戦略を 

展開するなか、様々なリスクが顕在化しており、重大不正防止等の公正な事業推進の 

サポート強化や、取締役会等のグループガバナンス機能のグローバル視点での強化、

Ｍ＆Ａ等の重要案件の法務サポート強化、全社リスク・危機管理対応等の強化を図る

べく、プロフェッショナル ビジネス サポート部門の複数の職能・部門に分散するリスクマネ

ジメント・ガバナンス関連の主要機能を統合・一元化し、「リスク・ガバナンス本部」を新設する。 

これに伴い、「リーガル本部」を発展的に解消する。 

 

 

（２）モノづくり本部の名称変更等 

  （ 趣旨・内容 ） 

モノづくり本部は、担うべき役割・機能をより明確に表すため、「生産技術本部」へ名称を変

更する。 

 

（任命） （波線部は、現職に加え、今回新たに任命される役職） 

氏名 新職（４月１日付） 現職 

井上 博之 生産技術本部長 

  （兼）生産技術開発センター長 

モノづくり本部 副本部長 

  （兼）生産技術開発センター長 
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（３）アプライアンス社 エアコンカンパニーの新設 

  （ 趣旨・内容 ） 

アプライアンス社における重点事業の１つであるエアコン事業において、グローバルに通用 

する空調専業会社への変革を目指した意思決定のスピードアップと大型空調事業の強化

を狙いとして、アプライアンス社内に「エアコンカンパニー」を新設し、空調業界において、 

お客様・市場と向き合う自主独立経営の事業運営体制を実現する。 

 

 

（４）日本地域コンシューマーマーケティング部門のアプライアンス社への移管 

  （ 趣旨・内容 ） 

家電２兆円戦略の実現へ向けた強い商品づくりを目指し、開発・製造部門と販売・サービス

部門の更なる連携強化を狙いとして、日本地域コンシューマーマーケティング部門をアプラ

イアンス社傘下へ移管する。 

 

 

（５）オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社における組織変更等 

  （ 趣旨・内容 ） 

オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社において、成長へ向けた重点分野である

「車載」｢産業」分野における顧客対応力と競争力の強化を狙いとして、以下のとおり事業

部体制の再編を行う。 

① インフォテインメント事業とカースピーカ事業を傘下に有する「インフォテインメントシス

テム事業部」を新設する。 

② 小型二次電池事業と車載電池事業を傘下に有する「二次電池事業部」を新設する。 

③ ファクトリーソリューション（含む溶接）事業とモータ事業を傘下に有する「スマートファ

クトリーソリューション事業部」を新設する。 

 

（任命）  

氏名 新職（４月１日付） 現職 

田村 憲司 オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社

 三洋電機（株） 二次電池事業部長 

オートモーティブ＆インダストリアル 

システムズ社

 三洋電機（株） 車載電池事業部長 
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７．アプライアンス社 エアコンカンパニー エアコン事業部長等の任命（４月１日付） 

（任命） （波線部は、現職に加え、今回新たに任命される役職） 

氏名 新職（４月１日付） 現職 

白土 清 アプライアンス社 

 エアコンカンパニー 

  エアコン事業部長 

ＡＶＣネットワークス社 

 モノづくり担当 

植村 英雄 アプライアンス社 

 冷蔵庫事業部長 

アプライアンス社 

 ホームエンターテインメント事業部 

  テレビビジネスユニット長 

堂埜 茂 アプライアンス社 

 企画担当 

アプライアンス社 

 キッチンアプライアンス事業部長 

杉田 卓也 

 

ＡＶＣネットワークス社 副社長 

 イメージングネットワーク事業部長

ＡＶＣネットワークス社 副社長 

 イメージングネットワーク事業担当 

  （兼）イメージングネットワーク事業部長

原田 秀昭 ＡＶＣネットワークス社 

 ビジネスモバイル事業担当 

  （兼）ＩＴプロダクツ事業部長 

ＡＶＣネットワークス社 

 ＩＴプロダクツ事業部長 

南 恭博 ＡＶＣネットワークス社 

 コミュニケーション事業担当 

  （兼）パナソニック システム 

ネットワークス（株）

     コミュニケーション 

プロダクツ事業部長

  （兼）パナソニック システム 

ネットワークス（株）

     オフィスプロダクツ事業部長 

パナソニック システムネットワークス（株） 

 コミュニケーションプロダクツ事業部長 

片倉 達夫 ＡＶＣネットワークス社 

 日本地域ソリューション事業担当、 

 パナソニック システム 

ネットワークス（株）社長

  （兼）システムソリューション 

ジャパンカンパニー社長

ＡＶＣネットワークス社 副社長 

 パナソニック システム 

ネットワークス（株）副社長

  （兼）システムソリューション 

ジャパンカンパニー社長

 

以     上 


