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        令和３年３月 31日 

各    位 

会 社 名   株 式 会 社 ミ ク ニ 

代表者名  代表取締役社長 生田 久貴 

（コード：7247 東証第１部） 

問合せ先責任者 取締役 常務執行役員 

コーポレート本部長 

 髙橋 秀樹 

（TEL．03-6895-0038） 

 

 

役員の異動、その他の人事異動及び組織変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役及び監査役の異動を内定し、執行役員その他

の人事異動及び組織変更を決定しましたのでお知らせいたします。 

なお、取締役及び監査役の異動は、本年６月 29日開催予定の第 99 回定時株主総会に付議する予定です。 

 

 

１．取締役の異動（第 99 回定時株主総会後）  

（１）新任取締役候補者 

氏  名 新役職及び主な担当 現役職及び主な担当 

杉山 一郎 

取締役 常務執行役員 

CCO（チーフコンペティティブオフィサー） 

CDO（チーフデジタルオフィサー） 

サプライチェーン本部長 

環境マネジメント担当 

リスク管理委員会委員長 

常務執行役員 

CDO（チーフデジタルオフィサー） 

サプライチェーン本部長 

藤森 聰 

取締役 常務執行役員 

CFO（チーフフィナンシャルオフィサー） 

コーポレート本部長 

コンプライアンス委員会委員長 

常務執行役員 

モビリティ事業本部長 

 

（２）退任予定の取締役 

氏  名 新役職 現役職及び主な担当 

浅井 俊郎 特命顧問 

取締役 専務執行役員 

CCO（チーフコンペティティブオフィサー） 

環境マネジメント担当 

リスク管理委員会委員長 

髙橋 秀樹 特命顧問 

取締役 常務執行役員 

CFO（チーフフィナンシャルオフィサー） 

コーポレート本部長 

商社事業担当 

コンプライアンス委員会委員長 
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（３）取締役の主な担当の変更 

氏  名 新役職及び主な担当 現役職及び主な担当 

橋本 徹 

取締役 常務執行役員 

CTO (チーフテクノロジーオフィサー） 

CQO（チーフクオリティオフィサー） 

商品戦略担当、知的財産戦略担当 

取締役 常務執行役員 

CTO (チーフテクノロジーオフィサー） 

商品戦略担当、知的財産戦略担当 

 

２．監査役の異動（第 99 回定時株主総会後）  

（１）新任監査役候補者 

氏  名 新役職及び主な担当 現役職及び主な担当 

鈴木 和重 常勤監査役 

理事 

秘書室長 

監査役補助人 

 

（２）退任予定の監査役 

氏  名 新役職 現役職及び主な担当 

森田 一 退任 常勤監査役 

 

３．執行役員の異動（令和３年４月１日付） 

（１）新任 

氏  名 新役職及び主な担当 現役職及び主な担当 

渡部 修 
執行役員 

サプライチェーン本部 調達センター長 

理事 

サプライチェーン本部 調達センター長 

池上 宏 

執行役員 

コーポレート本部 副本部長 兼 

経営企画室長 兼 

DX推進室長 

理事 

コーポレート本部 副本部長 兼 

経営企画室長 

 

（２）退任 

氏  名 新役職 現役職及び主な担当 

中村 浩二 サプライチェーン本部付 顧問 
執行役員 

サプライチェーン本部 調達担当 

 

（３）役職、主な担当の変更 

氏  名 新役職及び主な担当 現役職及び主な担当 

半田 和久 

（令和３年４月１日付） 

常務執行役員 

中華圏地域統括、中国総代表 

三国（上海）企業管理有限公司董事長 兼 

総経理 

（令和３年６月 29日付） 

常務執行役員 

モビリティ事業本部長 

執行役員 

中華圏地域統括、中国総代表 

三国（上海）企業管理有限公司董事長 兼 

総経理 

長尾 俊雄 
執行役員 

ガステクノ事業本部長 

執行役員 

事業開発本部長 
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氏  名 新役職及び主な担当 現役職及び主な担当 

東海林 敦 

執行役員 

ガステクノ事業本部 副本部長 兼 

サプライチェーン本部 滝沢工場長 

浙江三国精密機電有限公司 董事長 

三國 RK精密 会長 

執行役員 

事業開発本部 ガステクノ事業部長 兼 

サプライチェーン本部 滝沢工場長 

浙江三国精密機電有限公司 董事長 

三國 RK精密 会長 

山田 新治 

執行役員 

コーポレート本部 副本部長 兼 

経営管理室長 

健康経営担当 

執行役員 

コーポレート本部 副本部長 兼 

経営管理室長 

 

４．理事の異動（令和３年４月１日付） 

（１）新任 

氏  名 新役職及び主な担当 現役職及び主な担当 

秋葉 弘一 

（令和３年４月１日付） 

理事 

モビリティ事業本部 副本部長 

（令和３年６月 29日付） 

理事 

中華圏地域統括、中国総代表 

三国（上海）企業管理有限公司董事長 兼 

総経理 

部長  

モビリティ事業本部 副本部長 

保科 孝好 
理事 

Mikuni India Private Limited 取締役社長 

部長 

Mikuni India Private Limited 取締役社長 

中村 直人 
理事 

A&Mカンパニー 航空宇宙事業部事業部長 

部長 

A&Mカンパニー航空宇宙事業部事業部長 

 

５．部長の異動（令和３年４月１日付） 

（１）新任 

氏  名 新役職及び主な担当 現役職及び主な担当 

藤井 顕三 
部長 

コーポレート本部 経営企画室 部長 
（株式会社りそな銀行より出向） 

佐々木 正 
部長 

サプライチェーン本部 生産企画センター長 

次長  

サプライチェーン本部 生産企画センター長 

福井 輝美 
部長 

開発本部 技術管理部長 

次長  

開発本部 技術管理部 副部長 

 

（２）役職、主な担当の変更 

氏  名 新役職及び主な担当 現役職及び主な担当 

田中 利久 
部長 

ガステクノ事業本部 副本部長 

部長 

事業開発本部 ｶﾞｽﾃｸﾉ事業部 副事業部長 

横澤 文隆 
部長 

品質保証本部 付部長（設計品質担当） 

部長 

開発本部 機能要素ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ技術部長 
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６．組織変更（令和３年４月１日付） 

 

・ガステクノ事業本部を設置 

事業開発本部に代わって、ガステクノ事業本部を置く。連結経営の視点をもってガステクノ事業を推

進する体制に移行。特に海外市場向け営業活動を強化するため、効率的な業務推進を図る体制とする。 

 

（ガステクノ事業本部の組織図） 

 

 

・ＤＸ推進室を設置 

経営戦略に基づく競争力強化のためのＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）推進を目的として、

コーポレート本部内にＤＸ推進室を設置。ＤＸ推進活動の取りまとめ、統制、評価、資源管理などの

デジタルガバナンスに係る業務を管掌。 

 

以 上 

ガステクノ事業本部 事業戦略室

マーケティングセールス室

開発室

生産革新室


