
 

 

2021 年２月 24 日 

各      位 
会 社 名 :  株式会社ミツバ 

代 表 者 :  代表取締役社長  北田 勝義 

コード番号:  7280（東証第一部） 

本社所在地: 群馬県桐生市広沢町一丁目 2681 番地 

問合せ先 :  総務人事部長 飯尾 泰貴 

電話番号 : 0277-52-0111 

人 事 異 動 に関 するお知 らせ 

2021年４月１日付にて下記の通り実施しますのでお知らせ致します。  

 

記 

１． 発令日 

2021年４月１日 

 

２．執行役員人事 

【新任】 

氏 名 新 役 職 現 役 職 

日野 貞実 専務執行役員 常務執行役員 

武井 良明 執行役員 経理部 部長 

小野 一志 執行役員 生産技術部 部長 

志村 隆史 執行役員 新里工場 工場長 

 

【執行役員の役職および担当職務変更】 （下線部分が変更箇所です） 

氏 名 新役職および新担当職務 現役職および現担当職務 

武 信幸 副社長執行役員 副社長執行役員 

管理統括、経営企画統括、 

リスクマネジメント オフィサー、 

コンプライアンス オフィサー 

経営企画統括、環境管理統括、 

総務・人事統括、財務統括、 

リスクマネジメント オフィサー、 

コンプライアンス オフィサー 

日野 貞実 専務執行役員 常務執行役員 

事業副統括、営業統括、情報システ

ム統括 

営業統括、情報システム統括 

杉山 雅彦 常務執行役員 常務執行役員 

財務統括 財務担当 

馬橋 一美 常務執行役員 常務執行役員 

生産統括 調達統括、アジアエリア統括 

白土 昌義 常務執行役員 常務執行役員 

米州エリア統括、アメリカン・ミツ

バ Corp.  CEO 兼 COO 

北米統括、アメリカン・ミツバ  Corp.  

CEO 兼 COO、米州エリア統括 



 

 

氏 名 新役職および新担当職務 現役職および現担当職務 

茂木 真通 常務執行役員 常務執行役員 

欧州エリア統括、 

ミツバ・ジャーマニー GmbH 会長、

プログラムマネージャー 

ミツバ・ジャーマニー GmbH 会長、 

欧州エリア統括 

永井 邦夫 執行役員 執行役員 

原価企画統括 生産技術統括 

阿部 純 執行役員 執行役員 

開発担当、プログラムマネージャー、

横浜研究開発センター担当 

開発担当、横浜研究開発センター担当 

水野 幸司 執行役員 執行役員 

営業担当、プログラムマネージャー 営業担当 

稲村 春喜 執行役員 執行役員 

生産技術統括 生産技術担当 

顧 偉成 執行役員 執行役員 

中国エリア統括、広州三葉電機有限

公司 総経理 

生産担当、広州三葉電機有限公司 総経

理、中国エリア統括 

山崎 武志 執行役員 執行役員 

開発担当、プログラムマネージャー、

仙台研究開発センター担当 

開発担当、仙台研究開発センター担当 

市川 祐輔 執行役員 執行役員 

ミツバ・インディア Pvt. Ltd. 社長 生産担当、ミツバ・インディア Pvt. Ltd. 社長 

吉田 清隆 執行役員 執行役員 

調達統括 営業担当 

武井 良明 執行役員 経理部 部長 

財務担当、経営企画担当 － 

小野 一志 執行役員 生産技術部 部長 

生産技術担当 － 

志村 隆史 執行役員 新里工場 工場長 

生産担当 － 

 

３．部長人事 

【新任】 

氏 名 新 役 職 現 役 職 

奈良 幸治 監査室 室長 事業統括部 担当部長 

和賀井 浩 工機部 部長 アメリカン・ミツバ Corp. 

大岡 博 開発品質部 部長 四輪開発第三部 開発第六課 課長 

須田 康志 生産管理部 部長 ミツバ・ターキー・オートモーティブ A. S.副社長 

大畑 孝之 鬼石工場 工場長 タイ・サミット・ミツバ・エレクトリック・マニュファク

チャリング Co., Ltd.  



 

 

 

【異動】 

氏 名 新 役 職 現 役 職 

吉田 仁一 品質保証部 部長 品質保証第一部 部長 

新藤 洋一 総務部 部長 監査室 室長 

飯尾 泰貴 人事部 部長 総務人事部 部長 

半澤 隆 執行役員 兼 西日本営業部 部長 執行役員 

塩谷 武彦 営業企画部 部長 西日本営業部 部長 

日野 伊織 生産技術部 部長 工機部 部長 

岩﨑 幹人 品質管理部 部長 品質保証第二部 部長 

織田 真佐巳 富岡工場 工場長 鬼石工場 工場長 

 

 

 

ご参考 

2021年 4月 1日付役員体制について 

【取締役】 

氏 名 役 職 

北田 勝義 代表取締役社長 

武  信幸 代表取締役 

杉山 雅彦 取締役 

駒形 崇 社外取締役 

木内 啓治 取締役（監査等委員） 

藤原 晃 社外取締役（監査等委員） 

葉山 孝 社外取締役（監査等委員） 

段谷 繁樹 社外取締役（監査等委員） 

 

【執行役員】 

氏 名 役 職 

北田 勝義 社長執行役員 

武  信幸 副社長執行役員 

日野 貞実 専務執行役員 

杉山 雅彦 常務執行役員 

馬橋 一美 常務執行役員 

野末 裕 常務執行役員 

南  秀行 常務執行役員 

白土 昌義 常務執行役員 

茂木 真通 常務執行役員 



 

 

氏 名 役 職 

永井 邦夫 執行役員 

阿部 純 執行役員 

齋藤 立 執行役員 

水野 幸司 執行役員 

稲村 春喜 執行役員 

今井 秀夫 執行役員 

顧 偉成 執行役員 

山崎 武志 執行役員 

小宮 英彰 執行役員 

市川 祐輔 執行役員 

半澤 隆 執行役員 

出居 勉 執行役員 

吉田 清隆 執行役員 

武井 良明 執行役員 

小野 一志 執行役員 

志村 隆史 執行役員 

 

 

以 上 


