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　 １．機構改革（平成３０年４月１日付）

 （１）「ＣＦＯ戦略部」「ＣＳＲ推進室」を廃止し、「ＩＲ・ＣＳＲ推進部」を新設する。
（２）中央モーター基礎技術研究所の「研究第３部」を廃止する。
（３）「新事業開発本部」を廃止する。
（４）グローバル生産技術統轄本部に「技術開発部」を新設する。
（５）精密小型モータ事業本部の「新商品開発センター 営業統轄部」「ＳＰＭ事業部 営業統轄部」

 「ＧＭＳ事業部 営業統轄部」を統合し、精密小型モータ事業本部直下に
「第１営業統轄部」「第２営業統轄部」「営業管理部」を新設する。

 第１営業統轄部に「営業第１部」「営業第２部」、第２営業統轄部に「営業第１～４部」を設置する。

   ２．人事異動
（平成３０年３月３１日付）

（ 新 ）

先進システム研究開発センター統轄
新事業開発本部長

（平成３０年４月１日付）

（ 新 ）

最高経営責任者 最高経営責任者
日本電産サンキョー㈱会長 日本電産サンキョー㈱会長
日本電産エレシス㈱会長 日本電産エレシス㈱会長
日本電産シンポ㈱会長 日本電産シンポ㈱会長

日本電産リード㈱会長

　　代表取締役副会長執行役員 　　代表取締役副会長執行役員

社長補佐(中央モーター基礎技術研究所・ 社長補佐(新事業開発本部・
生産技術研究所・グローバル生産技術統轄本部・ 中央モーター基礎技術研究所・
知的財産部) 生産技術研究所・グローバル生産技術統轄本部・
日本電産テクノモータ㈱会長 知的財産部)

インド日本電産㈱会長
日本電産テクノモータ㈱会長
日本電産コパル㈱会長
日本電産セイミツ㈱会長

　　代表取締役副社長執行役員 　　取締役副社長執行役員
最高執行責任者 社長補佐(先進システム研究開発センター)
社長補佐(先進システム研究開発センター) 車載事業本部長
車載事業本部長 日本電産(大連)有限公司会長
日本電産(大連)有限公司会長 日本電産自動車モータ(浙江)有限公司会長
日本電産自動車モータ(浙江)有限公司会長 日本電産トーソク㈱会長
インド日本電産㈱会長 日本電産自動車モータ・アメリカ合同会社会長
日本電産トーソク㈱会長
日本電産コパル㈱会長
日本電産セイミツ㈱会長
日本電産自動車モータ・アメリカ合同会社会長

最高技術責任者 最高技術責任者

よしもと　ひろゆき

吉本　浩之

（ 旧 ）

ふくつか　まさひろ

　  退任 福塚　政廣 　　専務執行役員

（ 旧 ）

ながもり　しげのぶ

　　代表取締役会長兼社長 永守　重信 　　代表取締役会長兼社長

　　かたやま　みきお

  記  

平成30年3月29日

　各　位

機構改革および役員等の異動に関するお知らせ

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。

山 幹雄
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　　取締役副社長執行役員 　　取締役副社長執行役員
最高財務責任者 最高財務責任者
社長補佐(グローバルＰＭＩ推進統轄本部・ 社長補佐(グローバルＰＭＩ推進統轄本部・
企業戦略室・グループ会社管理部・ 企業戦略室・グループ会社管理部・財務部)
経理部・財務部) ＣＦＯ戦略部・経理部・
ＩＲ・ＣＳＲ推進部・ グローバル税務企画部・ＣＳＲ推進室担当
グローバル税務企画部担当 ＣＳＲ委員会委員長
ＣＳＲ委員会委員長 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 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 グリーン・サン保険㈱社長
グリーン・サン保険㈱社長

　　専務執行役員 　　専務執行役員
最高コンプライアンス責任者 コンプライアンス室・法務部・人事部・
コンプライアンス室・法務部・人事部・ 人事企画部統轄、経営管理監査部・
人事企画部統轄、経営管理監査部・ 経営企画部・広報宣伝部・知的財産部・
経営企画部・広報宣伝部・知的財産部・ 海外事業管理部担当
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
コンプライアンス委員会委員長

車載事業本部副本部長 車載事業本部副本部長
先進システム研究開発センター統轄  滋賀技術開発センター支援統轄部担当

 滋賀技術開発センター支援統轄部担当

　　専務執行役員 　　専務執行役員
車載事業本部副本部長 最高購買責任者

グローバル購買統轄本部長

家電産業事業本部副本部長 兼 家電産業事業本部副本部長
最高財務責任者

経理部・財務部担当 財務部担当、財務部長
精密小型モータ事業本部ＣＦＯ 兼 
経営管理統轄 兼
新商品開発センター 管理統轄部長 兼
ＳＰＭ事業部 管理統轄部長

　　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 営業支援部長 兼
精密小型モータ事業本部 営業統轄 精密小型モータ事業本部 
シンガポール日本電産㈱会長 新商品開発センター 営業統轄部長 兼 

ＳＰＭ事業部 営業統轄部長
シンガポール日本電産㈱会長

　　執行役員 　　執行役員
精密小型モータ事業本部ＣＦＯ 兼 精密小型モータ事業本部 
経営管理統轄 兼 ＧＭＳ事業部ＣＦＯ 兼 管理統轄部長
新商品開発センター管理統轄部長 兼 
ＳＰＭ事業部 管理統轄部長 兼 
ＧＭＳ事業部 管理統轄部長

　　執行役員 　　執行役員
精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
ＧＭＳ事業部副事業部長 兼 第２営業統轄部長 ＧＭＳ事業部副事業部長 兼 営業統轄部長

コンプライアンス室・法務部担当 コンプライアンス室・法務部担当
コンプライアンス委員会委員長

グローバル購買統轄本部副本部長
最高購買責任者
グローバル購買統轄本部長

　　執行役員 松本　誓之

　　執行役員

　　執行役員

はっとり　せいいち

まつはし　ひでとし

松橋　英寿

 もうり 　まさゆき

毛利　雅之

やすなが　こういちろう

安永　耕一郎 　　執行役員

    まつもと　さとし

服部　誠一

おおたに　としあき

大谷　俊明

たむら　せいいち

　　専務執行役員 田村　誠一

     やすい　 たくお

　　執行役員 安井　琢人

　　専務執行役員

わたなべ　ごう

渡邊　剛

    はやふね　 かずや

　　専務執行役員 早舩　一弥 　　専務執行役員

 さとう　あきら

佐藤　明
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グローバル生産技術統轄本部 新事業開発本部 新事業開発統轄部 
技術開発部長 新事業開発第４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所長 兼 
滋賀技術開発センター支援統轄部長 兼 滋賀技術開発センター支援統轄部長 兼 
精密小型モータ事業本部 同業務部長 兼 
ＧＭＳ事業部 第１開発統轄部長 兼 精密小型モータ事業本部 
第２開発統轄部長 兼 ＧＭＳ事業部 第１開発統轄部長
同開発第１部長

米国日本電産㈱取締役 兼 米国日本電産㈱取締役 兼 
精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
第１営業統轄部長 ＳＰＭ事業部 営業統轄部 副統轄部長 兼 

新商品開発センター 営業統轄部 副統轄部長

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２部長  研究第３部長

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
第２営業統轄部 ＧＭＳ事業部 営業統轄部 
営業第４部長 営業第４部長

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
第１営業統轄部 ＧＭＳ事業部 営業統轄部 
営業第２部長 兼 営業第３部長
第２営業統轄部 
営業第３部長

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部
営業管理部長 ＳＰＭ事業部 営業統轄部 

営業企画部長 兼 
新商品開発センター 営業統轄部 
営業企画部長

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
第１営業統轄部 ＳＰＭ事業部 営業統轄部 
営業第１部長 営業部長 兼 

新商品開発センター 営業統轄部 
営業部長

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
第２営業統轄部 副統轄部長 兼 ＧＭＳ事業部 営業統轄部 
第２営業統轄部 営業第１部長
営業第１部長

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
新商品開発センター 開発統轄部 新商品開発センター 開発統轄部 
生産技術第２部長 生産技術第２部長代行

精密小型モータ事業本部 精密小型モータ事業本部 
第２営業統轄部 ＧＭＳ事業部 営業統轄部 
営業第２部長 営業第２部長

コンプライアンス室長 法務部 部長

グローバル生産技術統轄本部 グローバル生産技術統轄本部 
生産技術統轄部 生産技術統轄部 
生産技術第２部長 生産技術第２部長代行

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

ながやす　まさひろ

永安　正洋

石原　拓郎

おおた　 しんご

太田　新吾

き の　  てつお

木野　哲夫

 むかい　 あつし

向井　敦

にしじま　だいすけ

西島　大介

     やぐち　 けいこ

矢口　敬子

いしはら　たくろう

     わ だ   ひろのり

松村　克彦

     みやもと　えいじ

宮本　栄治

     いとう　 けんじ

伊藤　健二

 きむら　まさひろ

木村　誠宏

 おおやぎ　  としひで

大八木　俊秀

やまもと　けんいち

山本　健一

まつむら　かつひこ

和田　浩典
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法務部長 法務部長 兼 
コンプライアンス室長

財務部長 財務部 部長

滋賀技術開発センター支援統轄部 
業務部長

 しょうきゅう  てつや

正久　 哲也

　　以　　上

     かわい　 あきお

河井  昭夫

    なかがわ   かずお

中川　一夫
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