
    

 ２０１９年２月１日   

各 位 

会 社 名 日本精工株式会社 

代 表 者 名 代表執行役社長 内山 俊弘 

(コード：6471、東証第一部) 

問 合 せ 先 執行役ＣＳＲ本部長 村田 珠美 

(TEL 代表 03-3779-7111) 

２０１９年度 執行役の異動について 
   

当社日本精工株式会社の２０１９年４月１日付 執行体制について、下記の通りお知らせします。 

 

１．退任予定（５名） 

               （現役職）       （２０１９年４月１日以降） 

  波田 安継  執行役常務  理事 

鈴木 寛  執行役常務  理事 

入谷 百則  執行役常務  ＮＳＫステアリングシステムズ株式会社 

               代表取締役社長（本年６月下旬退任予定） 

福田 和也  執行役   理事 

スティーブン・  執行役         ----- 

ベックマン  

 

＊波田 安継は、本年６月下旬 中外商事株式会社 代表取締役 社長執行役員に就任予定。 

    ＊鈴木 寛は、本年６月下旬 株式会社天辻鋼球製作所 代表取締役専務に就任予定。 

     

２．新任予定（６名） 

             （就任予定） 

    ラリー・ヘイグッド 執行役  米州総支配人 

    ジャン‐シャルル・ 執行役  自動車事業本部 

サンチェス    ステアリング＆アクチュエータ本部副本部長 

     田所 久和  執行役  産業機械事業本部 藤沢工場長   

    大竹 成人  執行役  自動車事業本部 自動車技術総合開発センター 

      ステアリング＆アクチュエータ技術センター副所長、 

      自動車事業本部 

ステアリング＆アクチュエータ本部副本部長 

    武村 浩道  執行役  自動車事業本部 パワートレイン本部 

      ニードル軸受事業部長 

    早田 龍史  執行役  産業機械事業本部副本部長 

 



３．昇格予定（６名） 

             （就任予定） 

野上 宰門  代表執行役副社長 ＣＦＯ 

市井 明俊  代表執行役専務  管理担当、経営企画本部長、アジア担当 

三田村 宣晶  執行役常務  技術開発本部 コア技術研究開発センター所長 

新子 右矢  執行役常務  産業機械事業本部 営業本部長 

御地合 英季  執行役常務  自動車事業本部 自動車営業本部長 

       （兼）中部日本自動車部長 

    明石 邦彦  執行役常務  品質保証本部長 

 

  ４．職務分掌の変更（５名）        

                          （就任予定） 

    小林 克視  執行役常務    自動車事業本部  

       ステアリング＆アクチュエータ本部副本部長 

    吉清 知之  執行役常務        自動車事業本部 パワートレイン本部長 

    石川 進  執行役      産業機械事業本部副本部長 

    阿知波 博也  執行役      技術開発本部 ＣＭＳ開発センター所長 

    鈴木 啓太  執行役      財務本部副本部長、経営企画本部副本部長 

     

   ＊小林 克視は、本年６月下旬  ＮＳＫステアリングシステムズ株式会社 代表取締役社長に 

就任予定（自動車事業本部 ステアリング＆アクチュエータ本部副本部長は兼務）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ご参考） 

２０１９年度 執行体制について 

                

  ２０１９年４月１日付 執行体制を下記の通りお知らせします。 

 

  代表執行役社長  内山 俊弘  ＣＥＯ 

代表執行役副社長 野上 宰門 社長補佐、ＣＦＯ 

  代表執行役専務  鈴木 茂幸 社長補佐、自動車事業本部長 

  代表執行役専務  神尾 泰宏 社長補佐、産業機械事業本部長 

  代表執行役専務  市井 明俊   社長補佐、管理担当、経営企画本部長、アジア担当 

執行役専務    麓 正忠 社長補佐、自動車事業本部 ステアリング＆アクチュエータ本部長、 

       欧州総支配人 

  執行役専務 後藤 伸夫 社長補佐、技術担当、品質保証担当、技術開発本部長 

執行役常務 井上 浩二 ＨＲ本部長 

  執行役常務 宮崎 裕也 自動車事業本部 自動車技術総合開発センター所長 

（兼）ステアリング＆アクチュエータ技術センター所長 

  執行役常務    Adrian Browne 財務本部長、欧米担当 

執行役常務    小林 克視 自動車事業本部 ステアリング＆アクチュエータ本部副本部長 

執行役常務    篠本 正美 生産担当、生産本部長、調達本部長 

執行役常務    織戸 宏昌 中国総代表 

執行役常務    山名 賢一 アセアン総支配人 

執行役常務    吉清 知之 自動車事業本部 パワートレイン本部長 

執行役常務    三田村 宣晶  技術開発本部 コア技術研究開発センター所長 

執行役常務    新子 右矢 産業機械事業本部 営業本部長 

執行役常務    御地合 英季 自動車事業本部 自動車営業本部長 

                   （兼）中部日本自動車部長 

執行役常務    明石 邦彦   品質保証本部長 

執行役      高山 優 自動車事業本部 パワートレイン本部 石部工場長 

執行役         伊集院 誠司 産業機械事業本部 産業機械技術総合センター所長 

  （兼）産業機械軸受技術センター所長 

執行役 山之内 敬 生産本部副本部長 

執行役 石川 進 産業機械事業本部副本部長 

執行役            郁 国平 中国副総代表 

執行役      阿知波 博也 技術開発本部 ＣＭＳ開発センター所長 

執行役      鈴木 啓太 財務本部副本部長、経営企画本部副本部長 

執行役      近江 勇人 自動車事業本部 自動車技術総合開発センター副所長 

                 （兼）パワートレイン軸受技術センター所長 

 

 



執行役      村田 珠美 ＣＳＲ本部長 

執行役 継本 浩之 ＩＣＴ本部長 

執行役 Larry Hagood 米州総支配人 

執行役 Jean-Charles 自動車事業本部 ステアリング＆アクチュエータ本部副本部長 

Sanchez 

執行役 田所 久和 産業機械事業本部 藤沢工場長 

執行役      大竹 成人 自動車事業本部 自動車技術総合開発センター 

     ステアリング＆アクチュエータ技術センター副所長、 

     自動車事業本部 ステアリング＆アクチュエータ本部副本部長 

執行役      武村 浩道 自動車事業本部 パワートレイン本部 ニードル軸受事業部長 

執行役 早田 龍史   産業機械事業本部副本部長 

 

 

＊波田 安継は、本年６月下旬 中外商事株式会社 代表取締役 社長執行役員に就任予定。 

＊鈴木 寛は、本年６月下旬 株式会社天辻鋼球製作所 代表取締役専務に就任予定。 

＊福田 和也は、本年４月 1日 日本精工株式会社 理事に就任予定。 

＊小林 克視は、本年６月下旬 ＮＳＫステアリングシステムズ株式会社 代表取締役社長に就任予定。 

 

 

 

 

 

以上 

 


