
   

 

2020年8月27日 

各   位 

                      会 社 名 リズム時計工業株式会社 

                      代 表 者 名  代 表 取 締 役 社 長  平田 博美 

      (コード番号 7769 東証第一部) 

                      問 合 せ 先  取 締 役 執 行 役 員  荒井 雄司 

                               (TEL 048-643-7241) 

 

合併に伴う新組織体制及び役員の異動に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 10 月１日を効力発生日とする当社、東北リズム株式会社及びリ

ズム協伸株式会社の３社合併と、新商号「リズム株式会社」としての新たなスタートを機に、組織体制を下記の通りと

することとし、併せて役員の異動及び人事異動を実施することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

1． 新組織体制（2020 年 10 月 1 日付） 

合併による統合効果の最大化を目指し、ガバナンスの強化、インフラの統一、共通部門の効率化、人員の

最適化等による収益力の強化と持続的な発展のため、事業別組織から機能別組織への切り替えをはじめとし

た抜本的な組織再編を実施することといたしました。 

・コンプライアンス推進室にグループリスク管理機能を追加し、「コンプライアンス推進・リスク管理室」とする。 

・３社の管理部門を「管理本部」として統合し、機能別に「経営企画部」「管理部」「システム部」に再編する。 

・３社の営業部門を「営業本部」として統合し、取扱い品目別に「生活用品グループ」「精密部品グループ」の

２グループ体制とする。生活用品グループは旧時計事業のクロック・非クロック製品を、精密部品グループ

は旧接続端子事業及び旧プレシジョン事業の BtoB 製品を扱う。 

・３社の技術開発部門と生産部門を「生産本部」として統合し、「技術開発グループ」「会津工場」「川越工場」

「宇都宮工場」「五所川原工場」に再編する。 

・３社の品質部門を「品質保証部」として統合し、社長直轄とする。 

※詳細は別紙「組織図」をご参照ください。 

 

2． 新任執行役員（2020 年 10 月 1 日付） 

岩渕 秀一 （現 東北リズム株式会社専務取締役） 

北嶋 芳一 （現 リズム協伸株式会社取締役 技術部長） 

山本 典久 （現 リズム協伸株式会社取締役 営業部長） 

宗像 恭典 （現 リズムプレシジョンベトナム株式会社常務取締役） 

吉川 泰弘 （現 協伸ベトナム株式会社代表取締役社長 兼 リズム協伸ハノイ株式会社代表取締役社長） 

相澤 竜也 （現 管理本部 グループ統括部長）  

 



 

3． 執行役員の異動、委嘱業務の変更、関係会社代表者の異動（2020 年 10 月 1 日付） 

 

 

 

 

新   職 現   職 氏  名 

取締役専務執行役員 

生産本部長 

取締役常務執行役員 

時計事業部長 兼 プレシジョン事業担当 

東北リズム株式会社代表取締役社長 

湯本 武夫 

取締役常務執行役員 

管理本部長 

取締役執行役員 接続端子事業担当 

リズム協伸株式会社代表取締役社長 
山崎 勝彦 

取締役執行役員 

営業本部長 

取締役執行役員 

管理本部長 
荒井 雄司 

執行役員 

生産副本部長 兼 会津工場長 

兼 生産企画部長 

東北リズム株式会社専務取締役 岩渕 秀一 

執行役員 

生産本部 技術開発グループ長 

執行役員 

技術開発本部長 兼 技術部長 
関根 文男 

執行役員 

コンプライアンス推進・リスク管理室長 

執行役員 

リズムプレシジョンベトナム株式会社代表

取締役社長 

木村 務 

執行役員 

品質保証部長 
リズム協伸株式会社取締役 技術部長 北嶋 芳一 

執行役員 

営業本部 精密部品グループ長 
リズム協伸株式会社取締役 営業部長 山本 典久 

執行役員 

内部監査室長 

執行役員    

コンプライアンス推進室長 兼 内部監査

室長 

貞末 浩 

執行役員 

営業本部 生活用品グループ長 

執行役員 

時計事業部 営業本部長 
小林 宏己 

執行役員   

リズムプレシジョンベトナム株式会社代表

取締役社長 

リズムプレシジョンベトナム株式会社常務

取締役  
宗像 恭典 

執行役員 

協伸ベトナム株式会社代表取締役社長 

兼 リズム協伸ハノイ株式会社代表取締

役社長 

協伸ベトナム株式会社代表取締役社長 

兼 リズム協伸ハノイ株式会社代表取締

役社長 

吉川 泰弘 

執行役員 

管理副本部長 兼 経営企画部長 
管理本部 グループ統括部長 相澤 竜也 



 

4． 役員体制（2020 年 10 月 1 日付） 

 

5． 人事異動（2020 年 10 月 1 日付） 

新   職 現   職 氏  名 

管理本部 管理部長 リズム協伸株式会社 管理部長 佐藤 大輔 

管理本部 システム部長 
管理本部 管理部次長 

兼 情報システム課長 
福田 雅嗣 

営業本部 

営業企画部長 兼 業務課長 
時計事業部 時計企画部長 増田 明弘 

営業本部 生活用品グループ 

東京支店長 
時計事業部 営業本部 東京支店長 西塔 隆導 

営業本部 生活用品グループ 

大阪支店長 兼 業務課長 

時計事業部 営業本部 

営業開発部長 兼 営業一課長 
海野 重信 

営業本部 生活用品グループ 

営業開発部長 兼 営業一課長 

時計事業部 営業本部 

営業開発部 営業二課長 
池畑 光紀 

営業本部 精密部品グループ 

営業部長 
東北リズム株式会社取締役 営業部長 秋山 和広 

役   職 氏   名 担  当 

代表取締役社長 平田 博美  

取締役専務執行役員 湯本 武夫 生産本部長 

取締役常務執行役員 山崎 勝彦 管理本部長 

取締役執行役員 荒井 雄司 営業本部長 

取締役（監査等委員） 酒井 清貴  

取締役（監査等委員） 山下 和彦  

取締役（監査等委員） 鈴木 欽哉  

取締役（監査等委員） 奥野 泰久  

執行役員 岩渕 秀一 生産副本部長 兼 会津工場長 兼 生産企画部長 

執行役員 関根 文男 生産本部 技術開発グループ長 

執行役員 木村 務 コンプライアンス推進・リスク管理室長 

執行役員 北嶋 芳一 品質保証部長 

執行役員 山本 典久 営業本部 精密部品グループ長 

執行役員 呉 国明 麗声実業（東莞/香港）有限公司 代表取締役社長 

執行役員 貞末 浩 内部監査室長 

執行役員 小林 宏己 営業本部 生活用品グループ長 

執行役員 宗像 恭典 リズムプレシジョンベトナム株式会社 代表取締役社長 

執行役員 吉川 泰弘 協伸ベトナム株式会社 代表取締役社長 兼 リズム協伸ハノ

イ株式会社 代表取締役社長 

執行役員 相澤 竜也 管理副本部長 兼 経営企画部長 



生産本部 技術開発グループ 

商品開発部長 

時計事業部 商品企画部長 

兼 販売促進課長 
菊地 威広 

生産本部 技術開発グループ 

部品技術部長 

リズム協伸株式会社 

技術部次長 兼 設計課長 
疋田 文彦 

生産本部 会津工場 

金型部長 兼 設計課長 

東北リズム株式会社 

金型部長 兼 設計課長 
松村 和幸 

生産本部 会津工場 成形部長 東北リズム株式会社 プラ加工部長 深谷 康洋 

生産本部 会津工場 

製造部長 兼 ガイド加工課長 

東北リズム株式会社 

製造部長 兼 ガイド加工課長 
渡部 誠 

生産本部 会津工場 機器組立部長 プレシジョン事業部 会津分室長 渡辺 真二 

生産本部 川越工場長 

兼 製造課長 

リズム協伸株式会社 川越工場長 

兼 製造一課長 
海老沢 剛 

生産本部 宇都宮工場長 リズム協伸株式会社 宇都宮工場長 地神 康弘 

生産本部 五所川原工場長 

兼 製造課長 

リズム協伸株式会社 五所川原工場長 

兼 製造一課長 
齋藤 孝行 

 

以上 

  



（別紙） 

組織図 
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