
 
 

平成２７年３月２７日 

各  位 

会 社 名 日 本 精 機 株 式 会 社 

代 表 者 代表取締役社長 高田 博俊 

(コード番号７２８７ 東 証 第 ２ 部 ) 

問 合 せ 先 常務取締役 経営管理本部長 

   五十嵐 竹善       

ＴＥＬ    (０２５８)２４-３３１１ 

 

 

役員等の異動の内定に関するお知らせ 

 

当社は、平成２７年３月１９日開催の取締役会において決議いたしました執行役員制度の拡充による新た

な執行役員会の設置に伴い、本日開催の取締役会において役員等の異動の内定を決議いたしましたので、下

記のとおりお知らせいたします（下記「（現）」は平成２７年４月１日時点）。 

なお、社外取締役候補者につきましては、現在人選を進めており、候補者が決定次第、あらためて適時開

示いたします。 

 

 

記 

 
１．役員等の異動（平成２７年６月下旬予定） 

  役員等の異動につきましては、本年６月下旬に開催予定の第７０回定時株主総会及びその後の取締役会

において、正式決定される予定です。 

 

（１）取締役及び取締役執行役員候補 

 

   永井 正二  （新） 代表取締役会長（変更なし） 

          （現） 代表取締役会長 

 

   高田 博俊  （新） 代表取締役社長 社長執行役員 

          （現） 代表取締役社長 

 

   大川  信  （新） 取締役 専務執行役員 事業企画本部長 兼 購買本部管掌 

          （現） 専務取締役 事業企画本部長 兼 購買本部管掌 

 

鈴木 淳一  （新） 取締役 常務執行役員 品質保証本部長 

          （現） 常務取締役 品質保証本部長 

 

市橋  利晃  （新） 取締役 常務執行役員 技術本部長 兼 知的財産担当 

          （現） 常務取締役 技術本部長 兼 知的財産担当 



中村    朗  （新） 取締役 常務執行役員 製造本部長 兼 製造統括部長 兼  

ディスプレイ事業担当 

          （現） 常務取締役 製造本部長 兼 製造統括部長 兼 ディスプレイ事業担当 

 

髙野  昌治  （新） 取締役 常務執行役員 営業本部長 

          （現） 常務取締役 営業本部長 

 

 

（２）執行役員候補 

 

佐藤  浩一  （新） 常務執行役員 技術本部副本部長 兼 車載設計統括部長 

（現） 常務取締役 技術本部副本部長 兼 車載設計統括部長 

 

佐藤  守人  （新） 常務執行役員 生産技術本部長 

          （現） 常務取締役 生産技術本部長 

 

平田  祐二  （新） 上席執行役員 上海日精儀器有限公司総経理 

          （現） 取締役 上海日精儀器有限公司総経理 

 

遠藤  純一  （新） 上席執行役員 事業企画本部 総務統括部長 兼 人事・総務部長 

          （現） 取締役 事業企画本部 総務統括部長 兼 人事・総務部ゼネラルマネジャー 

 

松井  輝幸  （新） 上席執行役員 エヌ・エス・インターナショナル社取締役社長 兼  

ニッセイ・ディスプレイ・メヒコ社取締役社長 

          （現） 取締役 エヌ・エス・インターナショナル社取締役社長 兼  

ニッセイ・ディスプレイ・メヒコ社取締役社長 

 

小和田 衛  （新） 上席執行役員 営業本部 営業統括部長 

          （現） 取締役 営業本部 営業統括部長 

 

大滝  春彦  （新） 上席執行役員 購買本部長 兼 購買部長 

          （現） 取締役 購買本部長 兼 購買部ゼネラルマネジャー 

 

坂詰  政美  （新） 執行役員 ディスプレイ事業部長 

          （現） 取締役 ディスプレイ事業部長 

 

増間  勝則  （新） 執行役員 民生事業部長 兼 アセアン生産 PJ．責任者 

          （現） 取締役 民生事業部長 兼 アセアン生産 PJ．責任者 

 

 



清水 義昭  （新） 執行役員 営業本部 営業統括部副統括部長 兼 第４営業部長（変更なし） 

          （現） 執行役員 営業本部 営業統括部副統括部長 兼 第４営業部長 

 

高橋 博文  （新） 執行役員 エヌエスサンパウロ・コンポーネント・オートモーティブ社取締

役社長（変更なし） 

          （現） 執行役員 エヌエスサンパウロ・コンポーネント・オートモーティブ社取締

役社長 

 

林   毅  （新） 執行役員 インドネシア ニッポンセイキ社取締役社長（変更なし） 

          （現） 執行役員 インドネシア ニッポンセイキ社取締役社長 

 

野崎 哲郎  （新） 執行役員 タイ-ニッポンセイキ社取締役社長（変更なし） 

          （現） 執行役員 タイ-ニッポンセイキ社取締役社長 

 

坂井 智浩  （新） 執行役員 品質保証本部 第１品質保証部長（変更なし） 

          （現） 執行役員 品質保証本部 第１品質保証部長 

 

中村 孝範  （新） 執行役員 ユーケーエヌ・エス・アイ社取締役社長（変更なし） 

          （現） 執行役員 ユーケーエヌ・エス・アイ社取締役社長 

 

渡辺 桂三  （新） 執行役員 事業企画本部 事業管理統括部長 兼 経理部長（変更なし） 

          （現） 執行役員 事業企画本部 事業管理統括部長 兼 経理部長 

 

東  政利  （新） 執行役員 技術本部 車載設計統括部副統括部長 兼 ＨＵＤ技術部長 

（変更なし） 

          （現） 執行役員 技術本部 車載設計統括部副統括部長 兼 ＨＵＤ技術部長 

 

大崎 裕二  （新） 執行役員 営業本部 営業統括部副統括部長 兼 第３営業部長 

（変更なし） 

          （現） 執行役員 営業本部 営業統括部副統括部長 兼 第３営業部長 

 

 

２．退任予定取締役（平成２７年６月下旬予定） 

 

五十嵐 竹善 （新） － 

          （現） 常務取締役 事業企画本部副本部長 

 

 

 

 



３．退任予定執行役員（平成２７年６月下旬予定） 

 

John Wybrew  （新） － 

          （現） 執行役員 ニッポンセイキヨーロッパ社顧問 

 

 

以  上 


