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　 １．機構改革（平成２８年４月１日付）
  

（１）「広報宣伝・ＩＲ部」を再編し、「広報宣伝部」とする。
 広報宣伝部の傘下に「ブランド戦略室」を新設する。

 （２）「ＣＦＯ戦略室」を「ＣＦＯ戦略部」へ改称する。
 ＣＦＯ戦略部の傘下にＩＲ機能を移管し、「ＩＲ室」を新設する。

（３）生産技術研究所に「研究部」「企画管理部」を新設する。
（４）汎用モータ事業本部 営業統轄部 欧米営業部を「海外営業部」へ改称する。

   ２．人事異動（平成２８年４月１日付）

   　　           （ 新 ）

代表取締役副会長執行役員 代表取締役副会長執行役員

平成28年3月30日

　各　位

機構改革および役員等の異動に関するお知らせ 

 記  

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。

（ 旧 ）

こ べ　  ひろし

小部　博志　　代表取締役副会長執行役員 　代表取締役副会長執行役員
最高営業責任者 最高営業責任者
社長補佐（グローバルビジネス統轄本部・ 社長補佐（グローバルビジネス統轄本部・
グローバル購買統轄本部・秘書室・ グローバル購買統轄本部・秘書室・
経営管理監査部・コンプライアンス室・ 経営管理監査部・コンプライアンス室・
リスク管理室・経営企画部・広報宣伝部・ リスク管理室・経営企画部・知的財産部・
法務部・総務部・人事部・人材開発部・ 法務部・総務部・人事部・人材開発部・
情報システム部・海外事業管理部・ 情報システム部・海外事業管理部・
営業支援部・３Ｑ６Ｓ） 営業支援部・３Ｑ６Ｓ）
日本電産サーボ㈱会長 日本電産サーボ㈱会長
日本電産グローバルサービス㈱会長 日本電産グローバルサービス㈱会長

　　代表取締役副会長執行役員

新事業管理部・技術戦略部・新事業開発部・ 新事業管理部・技術戦略部・新事業開発部・
中央モーター基礎技術研究所・ 中央モーター基礎技術研究所・
生産技術研究所・生産技術センター統轄 生産技術研究所・生産技術センター統轄
知的財産部担当 インド日本電産㈱会長
インド日本電産㈱会長 日本電産テクノモータ㈱会長
日本電産テクノモータ㈱会長

　　取締役副社長執行役員 　　取締役副社長執行役員
社長補佐（経理部） 社長補佐（経理部・財務部）
家電産業事業本部・企業戦略室・ 家電産業事業本部・企業戦略室・
ＣＦＯ戦略部・関係会社管理部・ ＣＦＯ戦略室・広報宣伝・ＩＲ部・
グローバル税務企画部・財務部・ 関係会社管理部・グローバル税務企画部・
ＩＦＲＳ推進室・ＣＳＲ推進室統轄 ＩＦＲＳ推進室・ＣＳＲ推進室統轄
家電産業事業本部長 家電産業事業本部長
日本電産コパル㈱会長 日本電産コパル㈱会長
日本電産セイミツ㈱会長 日本電産セイミツ㈱会長
日本電産モータホールディングス㈱会長 日本電産モータホールディングス㈱会長
日本電産ＡＳＩ㈱会長 日本電産ＡＳＩ㈱会長
日本電産アメリカ・ホールディング㈱会長 日本電産アメリカ・ホールディング㈱会長
日本電産モータ㈱会長 日本電産モータ㈱会長
グリーン・サン保険㈱社長 グリーン・サン保険㈱社長

最高技術責任者 最高技術責任者

 さとう　 あきら

佐藤　 明

　　代表取締役副会長執行役員 山　幹雄

小部　博志

かたやま  みきお
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　　取締役専務執行役員 　　取締役専務執行役員
コンプライアンス室・法務部・ コンプライアンス室・法務部・

知的財産部・海外事業管理部担当
安全保障貿易管理委員会委員長 安全保障貿易管理委員会委員長

　　取締役専務執行役員 　　取締役専務執行役員
最高財務責任者 最高財務責任者
経理部統轄 経理部・財務部統轄
ＣＦＯ戦略部・グローバル税務企画部・ ＣＦＯ戦略室・広報宣伝・ＩＲ部・
ＩＦＲＳ推進室・ＣＳＲ推進室担当 グローバル税務企画部・ＩＦＲＳ推進室
ＣＳＲ委員会委員長 ＣＳＲ推進室担当
日本電産ヨーロッパ㈱会長 ＣＳＲ委員会委員長

日電産（上海）管理有限公司会長 日本電産ヨーロッパ㈱会長

日本電産アメリカ・ホールディング㈱社長 日電産（上海）管理有限公司会長
日本電産アメリカ・ホールディング㈱社長

最高情報責任者 最高情報責任者

情報システム部担当 リスク管理委員会委員長
リスク管理委員会委員長

　　常務執行役員
秘書室・総務部・人事部・人材開発部担当 秘書室・総務部・人事部・人材開発部担当
人材開発部長 人事部長 兼 人材開発部長

経理部・財務部担当
財務部長

経理部担当

　　常務執行役員

リスク管理室・広報宣伝部・ リスク管理室・情報システム部担当

 いしい　 たけあき

　　常務執行役員 石井　健明

やすい 　たくお

　　常務執行役員 安井　琢人 　　常務執行役員

吉松　加雄

 さとう 　としなり

　　常務執行役員 佐藤　年成

よしまつ  ますお

 はまだ　 ただあき

浜田　忠章

人事部・人材開発部統轄 人事部・人材開発部統轄
経営管理監査部・経営企画部・ 経営管理監査部・経営企画部・
海外事業管理部担当

　　執行役員 　　執行役員
営業支援部担当 営業支援部担当
営業支援部長 兼 ＦＤＢＭ事業本部 営業統轄部長
ＦＤＢＭ事業本部 営業統轄部長 シンガポール日本電産㈱会長
シンガポール日本電産㈱会長

　　執行役員 　　執行役員
財務部担当 企業戦略室担当
財務部長

車載事業本部 欧州営業部門統轄 車載事業本部 営業統轄部長

企業戦略室担当 企業戦略室担当

生産技術研究所 研究部長 生産技術研究所 統轄部長

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　
副統轄部長 兼 京都営業部長 兼 副統轄部長 兼 京都営業部長 兼 
海外営業部長 欧米営業部長

ＣＦＯ戦略部長 ＣＦＯ戦略室長

車載事業本部 営業統轄部長 車載事業本部 営業統轄部　
副統轄部長

元田　和貴
 もとだ　 かずたか

　　執行役員

 あらき   たかみつ

　　執行役員 荒木　隆光 　　顧問

 まとば　 ひろつぐ

　　執行役員 大川内  裕仁

的場　宏次

ありかわ　よしゆき

有川　義幸

すずき  　しげお

鈴木　重雄

はっとり  せいいち

服部　誠一

おぜき　 ちあき

小関　智昭

 おおこうち　 ゆうじん

2 / 3



広報宣伝部長 広報宣伝・ＩＲ部長

台湾日電産股份有限公司社長 汎用モータ事業本部 営業統轄部
部長

知的財産部長 知的財産部 部長

広報宣伝部 ブランド戦略室長 知的財産部長

中央モーター基礎技術研究所 中央モーター基礎技術研究所
研究第１部長 研究第１部 部長

人事部長 人材開発部 兼 人事部 部長 

ＦＤＢＭ事業本部 開発統轄部 ＦＤＢＭ事業本部 開発統轄部
開発研究部長 開発研究部長代行

生産技術研究所 企画管理部長 生産技術研究所 部長

グローバル税務企画部長 グローバル税務企画部 部長上住　亜紀

平田　智子

 ひろの　 ていいち

廣野　禎一

えすみ   ともえ

江角　智枝

　  うわずみ　 あ き

ひらた 　ともこ

いくしま  しろう

生島　志朗

 じんぼ　 かずのり

神保　和典

いしづか　としひろ

石塚　利博

 まぜき　  まさる

真関　 優

 おおえ 　たかゆき

大江　貴之

最高財務責任者付部長（ＩＲ担当） 兼 最高財務責任者付部長（ＩＲ担当） 兼
ＣＳＲ推進室長 兼 ＣＳＲ推進室長 兼
ＣＦＯ戦略部 ＩＲ室長 広報宣伝・ＩＲ部 部長

ながやす　まさひろ

永安　正洋

　　以　　上
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