
   各　　　位
日 本　電　産　株　式 会 社

代表取締役社長　永 守 重 信
（コード番号　６５９４）

   　１．機構改革（平成２４年４月１日付）

（１）事業部門の再区分と名称変更

　　　･ＦＤＢＭ事業本部

　　　･汎用モータ事業本部

　　　･家電産業事業本部

　　　･車載事業本部

　　　当社では、内部の経営管理において事業所単位での管理を基本とし、それら事業所群の一部を

　　　「ＳＰＭ事業」、「ＡＤＦ事業」等という事業部門に区分して参りました。

　　　　来る2012年4月1日より、引き続き事業所単位の管理を基本としつつ、一部の事業については

　　　　事業部門区分の名称を変更し、4つの事業本部に再編することといたしました。

（２）事業所・部門統廃合

　　　　　　①「広報宣伝部｣と「ＩＲ部」を統合し、｢広報宣伝・ＩＲ部」とする。

　　　　　　②「経理部」の中の税務担当部門を｢グローバル税務企画部｣として、独立させる。

平成24年3月30日

機構改革および人事異動のお知らせ 

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。

記  

② 経 部」 中 税務担当部門 税務 画部｣ 、独 。

　　　　　　③「営業支援部」を新設する。

　　　　　　④「モーター基礎技術研究所準備室」を新設し、その直下に｢技術戦略室｣をおく。

　　　　　　⑤「日本電産テクノモータホールディングス㈱｣の社名を、｢日本電産テクノモータ㈱｣に変更する。

　　　　　　⑥ 日本電産シンポ㈱が「日本電産キョーリ㈱｣を吸収合併する。

   　２．人事異動（平成２４年４月１日付）

   　　           （ 新 ）

　　 代表取締役社長　　 　　　代表取締役社長　　
ＣＥＯ ＣＥＯ
日本電産モータホールディングス㈱会長 日本電産モータホールディングス㈱会長
日本電産シンポ㈱会長 日本電産シンポ㈱会長
日本電産セイミツ㈱会長 日本電産セイミツ㈱会長
日本電産ニッシン㈱会長 日本電産ニッシン㈱会長
日本電産サンキョー㈱会長 日本電産サンキョー㈱会長
日本電産コパル㈱会長 日本電産コパル㈱会長
日本電産トーソク㈱会長 日本電産トーソク㈱会長
日本電産コパル電子㈱会長 日本電産コパル電子㈱会長
日本電産リード㈱会長 日本電産リード㈱会長
日本電産モータ㈱会長 日本電産サーボ㈱会長

日本電産モータ㈱会長

　　 代表取締役副社長執行役員 　　  代表取締役副社長執行役員
ＣＯＯ ＣＯＯ
秘書室・リスク管理室・経営企画部・ 車載営業担当
知的財産部・総務部・人事部・ 経営管理監査部・モーター基礎研究所・
情報システム部・海外事業管理部・ ＳＰＭ品質管理部担当
ＣＳＲ推進室・営業支援部・モーター基礎研究所・ 韓国日本電産㈱会長
モーター基礎技術研究所準備室統轄 日本電産ロジステック㈱会長
日本電産ロジステック㈱会長 日本電産総合サービス㈱会長
日本電産総合サービス㈱会長

（ 旧 ）
　 ながもり しげのぶ

永守 重信

　   こ べ   ひろし

小部 博志
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   　　           （ 新 ）

　　　取締役副社長執行役員 　　　取締役副社長執行役員
社長補佐 ＡＤＦ事業統轄
企業戦略室統轄 滋賀技術開発センター・購買統括部･
日本電産(香港)有限公司会長 ＡＤＦ品質管理部･金型技術部担当
インド日本電産会長 米国日本電産㈱会長(ＣＥＯ)
日本電産サーボ㈱会長 欧州日本電産会長（ＣＥＯ）

日本電産(大連)有限公司会長
日本電産(東莞)有限公司会長
日本電産自動車モータ(浙江)有限公司会長
ベトナム日本電産会社会長（ＣＥＯ）
日本電産ﾃｸﾉﾓｰﾀﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱会長
日本電産マシナリー㈱会長

　　　取締役副社長執行役員 　　　取締役副社長執行役員
企業戦略室担当

　　　専務執行役員 　　　専務執行役員
ＣＦＯ戦略室・広報宣伝･ＩＲ部・経理部 ＣＦＯ戦略室・ＩＲ部・広報宣伝部
グローバル税務企画部・財務部・ 経理部・財務部統轄
関係会社管理部統轄、
経営管理監査部・コンプライアンス室・
法務部担当

　　 専務執行役員 　　　専務執行役員
社長補佐（ﾍﾞｰｽﾋﾞｼﾞﾈｽ、ﾄｯﾌﾟｶﾊﾞｰ） ＳＰＭ事業統轄
日本電産ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱会長兼社長(ＣＥＯ) タイ日本電産㈱会長
タイ日本電産マシナリー㈱会長 タイ日本電産精密㈱会長

SC WADO Co.,Ltd.会長
日本電産(浙江)有限公司会長
日本電産ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱会長兼社長(ＣＥＯ)
タイ日本電産マシナリー㈱会長

浜口 泰男
　 はまぐち  やすお

藤井 純太郎

    さとう    あきら

佐藤   明

　ふじい じゅんたろう

澤村 賢志

（ 旧 ）
　 さわむら けんじ
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　　 取締役専務執行役員 　　  取締役専務執行役員
経営企画部・知的財産部・海外事業管理部・ 秘書室・コンプライアンス室・経営企画部・
モーター基礎研究所担当 知的財産部・法務部・総務部・人事部・

海外事業管理部担当

　　 取締役常務執行役員 　　  取締役常務執行役員
ＣＦＯ ＣＦＯ
ＣＦＯ戦略室・広報宣伝･ＩＲ部・経理部・ ＣＦＯ戦略室・ＩＲ部・広報宣伝部
グローバル税務企画部・財務部担当 経理部・財務部担当
ＣＦＯ戦略室長 ＣＦＯ戦略室長
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

　　 常務執行役員 　　  常務執行役員
滋賀技術開発センター支援統轄部担当 ＤＣＭ事業およびＦＡＮ事業担当
汎用モータ事業本部長 兼 生産統轄部長 日本電産(新界)有限公司会長
日本電産(大連)有限公司会長 日本電産(韶関)有限公司会長
日本電産(東莞)有限公司会長 日本電産(大連)有限公司副会長
日本電産(韶関)有限公司会長 日本電産(東莞)有限公司副会長
ベトナム日本電産会社会長 ベトナム日本電産会社副会長
日本電産マシナリー㈱会長

　   常務執行役員 　    常務執行役員 
モータ－基礎技術研究所準備室担当 ＳＰＭ事業副統轄
モータ－基礎技術研究所準備室長 ＳＰＭ事業開発技術部門担当

中央開発技術研究所・
　長野技術開発センター担当

高橋　毅

    ごとう のりまさ

後藤 典雅

  　はまだ ただあき

    たかはし つよし

   よしまつ  ますお

吉松 加雄

浜田 忠章
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   　　           （ 新 ）

　　 常務執行役員 　　  常務執行役員
ＦＤＢＭ事業本部長 兼 生産統轄部長 ＳＰＭ事業副統轄
日本電産(浙江)有限公司会長 ＳＰＭ購買部門・ＳＰＭ事業戦略室担当
タイ日本電産㈱会長 フィリピン日本電産㈱会長
フィリピン日本電産㈱会長 フィリピン日本電産精密㈱会長
フィリピン日本電産スービック㈱会長 フィリピン日本電産スービック㈱会長

　　 常務執行役員 　　  執行役員
車載事業本部長 兼 生産統轄部長 Ａ/Ｂ事業担当
日本電産自動車モータ(浙江)有限公司会長
欧州日本電産会長（ＣＥＯ）
韓国日本電産㈱会長

　　 常務執行役員 　　  執行役員
日本電産ﾓｰﾀｰｽﾞ ｱﾝﾄﾞ ｱｸﾁｭｴｰﾀｰｽﾞ㈱会長 日本電産ﾓｰﾀｰｽﾞ ｱﾝﾄﾞ ｱｸﾁｭｴｰﾀｰｽﾞ㈱会長

　　 常務執行役員 　　  執行役員
タイ日本電産㈱社長 タイ日本電産㈱社長
タイ日本電産精密㈱会長兼社長 タイ日本電産精密㈱社長
SC WADO Co.,Ltd.会長兼社長 SC WADO Co.,Ltd.社長

　　 常務執行役員 　　  執行役員
ＣＩＯ ＣＩＯ
情報システム部担当 情報システム部担当
情報システム部業務改革推進室長

常務執行役員 執行役員

    たんぽ くにやす

丹保 邦康

　 はやふね かずや

早舩 一弥

　  さとう  としなり

佐藤 年成

　  たかの かつひこ

高野 克彦

　  みやべ としひこ

石井 健明
　  いしい  たけあき

（ 旧 ）

宮部 俊彦
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　　 常務執行役員 　  執行役員
秘書室・総務部・人事部担当 人事部長
人事部長

　　 執行役員 　　  常務執行役員
営業支援部担当 営業部門統轄
ＦＤＢＭ事業本部営業統轄部長 シンガポール日本電産㈱会長
シンガポール日本電産㈱会長 日本電産(香港)有限公司会長

インド日本電産会長

　　 執行役員 　　  執行役員
企業戦略室担当 企業戦略室長
企業戦略室長

　　 執行役員 　　　執行役員
家電産業事業本部長代理 日本電産モータ㈱取締役兼会長補佐
日本電産モータ㈱取締役兼会長補佐

　　 執行役員 日本電産(香港)有限公司副社長
日本電産(香港)有限公司社長
日電産(上海)国際貿易有限公司会長
日電産貿易(深セン)有限公司会長
日電産貿易(北京)有限公司会長
日本電産(新界)有限公司会長
日電産(上海)管理有限公司社長

　　 執行役員 営業部門副統轄
汎用モータ事業本部
営業統轄部長
米国日本電産㈱会長(ＣＥＯ)

  たかまつ だいしろう

花岡 基悦
　 はなおか もとよし

服部 誠一

　  たけだ せいいち

武田 清市

髙松 大至朗

石井 健明

　 はっとりせいいち

   たかお   まさし

髙尾 征志 
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   　　           （ 新 ）

　　  執行役員 中央開発技術研究所長
ＦＤＢＭ事業本部 開発統轄部長
兼 中央開発技術研究所長

　　 執行役員 　　  執行役員
日本電産(浙江)有限公司社長 日本電産(浙江)有限公司社長
日本電産綜合服務(浙江)有限公司会長 日本電産綜合服務(浙江)有限公司会長

日電産(上海)管理有限公司社長

　　 執行役員 長野技術開発センター所長
ＦＤＢＭ事業本部 開発統轄部長(副)
兼 長野技術開発センター所長

顧　問 　　  執行役員
台湾日電産股有限公司会長兼社長 日本電産(香港)有限公司社長

日電産(上海)国際貿易有限公司会長
日電産貿易(深セン)有限公司会長
日電産貿易(北京)有限公司会長
台湾日電産股有限公司会長
日本電産(新界)有限公司社長

ＣＦＯ付ゼネラル・マネジャー(ＩＲ担当) ＩＲ部長
兼 ＣＳＲ推進室ゼネラル・マネジャー 兼 ＣＳＲ推進室長

広報宣伝･ＩＲ部 広報宣伝部長
ゼネラル・マネジャー

グローバル税務企画部 ＣＦＯ付統括担当部長
ゼネラル・マネジャー

　  にしむら ひでき

西村 秀樹

　 ながやす まさひろ

永安 正洋

　  よこやま  のぼる

田村 徳雄

竹上 清好

横山　登

八木 教雄

　 たけがみ きよよし

　   や ぎ  のりお

　   つよし  みつる

津吉　滿

　  たむら  のりお

（ 旧 ）
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営業支援部 営業管理第１部長
ゼネラル・マネジャー

モーター基礎技術研究所準備室 モーター基礎研究所
技術戦略室 技術戦略室長
ゼネラル・マネジャー

ＦＤＢＭ事業本部 開発統轄部 品質保証担当 中央開発技術研究所
兼 中央開発技術研究所副所長 開発技術部長

ＦＤＢＭ事業本部 開発統轄部 長野技術開発センター
長野技術開発センター 開発部 開発技術部長
ゼネラル・マネジャー
兼 長野技術開発センター副所長

ＦＤＢＭ事業本部 ＳＰＭ事業戦略室長
事業企画室
ゼネラル・マネジャー

ＦＤＢＭ事業本部 ＳＰＭ品質管理部長
品質管理部
ゼネラル・マネジャー

ＦＤＢＭ事業本部 東京営業第１部長
営業統轄部 営業部
ゼネラル・マネジャー

源馬 英明

　   おく  よしと

宮嶋 和人

　 やまざき ひろゆき

　  げんま　ひであき

　 まつむら かつひこ

　  まつみや  みのる

松宮　稔

奥　義人

　 みやじま かずと

松村 克彦

山崎 弘之

　 なかじま さとし

中島 智志

4 / 7



   　　           （ 新 ）

ＦＤＢＭ事業本部 開発統轄部 中央開発技術研究所
中央開発技術研究所 業務部 業務部長
ゼネラル・マネジャー

ＦＤＢＭ事業本部 開発統轄部 長野技術開発センター
中央開発技術研究所 開発部 開発技術部付次長
ゼネラル・マネジャー

ＦＤＢＭ事業本部 開発統轄部 支援担当 中央開発技術研究所
兼 中央開発技術研究所 支援部 事業支援部長
ゼネラル・マネジャー

FDBM事業本部　開発統轄部 中央開発技術研究所
中央開発技術研究所 品質保証部 品質保証部 製品品証グループ部長
ゼネラル・マネジャー

ＦＤＢＭ事業本部 開発統轄部 長野技術開発センター
長野技術開発センター 業務部 業務部長
ゼネラル・マネジャー

ＦＤＢＭ事業本部 開発統轄部 長野技術開発センター
長野技術開発センター 支援部 事業支援部長
ゼネラル・マネジャー

ＦＤＢＭ事業本部 開発統轄部 長野技術開発センター
長野技術開発センター 品質保証部 品質保証部長
ゼネラル・マネジャー

さとう きよし

　 はぎわら きよかず

萩原 清和

　  やまぐち とおる

山口　徹

   いまほり まさひろ

今堀 正博

　 もりた  く み お

森田 久美男

 　  たさい なおき

田齊 直輝

　  しみず  としあき

清水 俊晶

　  しまづ  くにお

島津 邦夫

（ 旧 ）
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ＦＤＢＭ事業本部 開発統轄部 中央開発技術研究所
部品技術部 部品技術部長
ゼネラル・マネジャー

ＦＤＢＭ事業本部 開発統轄部 購買担当 中央開発技術研究所
兼 同開発統轄部 開発購買部 開発購買部長
ゼネラル・マネジャー

ＦＤＢＭ事業本部 中央開発技術研究所
開発統轄部 開発研究部 開発研究部
ゼネラル・マネジャー

滋賀技術開発センター支援統轄部 滋賀技術開発センター所長
兼 汎用モータ事業本部 開発統轄部 兼 開発第３部長
兼 家電産業事業本部 開発統轄部 開発第1部
シニア・ゼネラル・マネジャー
兼 滋賀技術開発センター所長

滋賀技術開発センター副所長 滋賀技術開発センター副所長
兼 滋賀技術開発センター支援統轄部 兼 要素技術開発部長
先行開発部
ゼネラル・マネジャー

車載事業本部 開発統轄部 滋賀技術開発センター
ゼネラル・マネジャー 開発第５部長
兼 滋賀技術開発センター副所長

佐藤  清
   さとう  きよし

石井 秀幸

　   あだち よしろう

足立 善朗

　  おおえ  たかゆき

大江 貴之

　  ふじい  よしお

藤居 義雄

　  よしだ  まさのぶ

吉田 正信

　  いしい  ひでゆき
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   　　           （ 新 ）

滋賀技術開発センター支援統轄部 滋賀技術開発センター
業務部 業務部長
ゼネラル・マネジャー

滋賀技術開発センター支援統轄部 滋賀技術開発センター
事業経理部 業務部 経理グループ部長
ゼネラル・マネジャー

滋賀技術開発センター支援統轄部 購買統轄部長
購買統括部 兼 
汎用モータ事業本部 事業管理部
ゼネラル・マネジャー

   そ り  しゅういちろう

滋賀技術開発センター支援統轄部 金型技術部長
金型技術部
ゼネラル・マネジャー

汎用モータ事業本部 営業企画室長
事業企画室
ゼネラル・マネジャー

汎用モータ事業本部 滋賀技術開発センター
品質保証・管理部 カスタマーサービス室長
ゼネラル・マネジャー

汎用モータ事業本部 滋賀技術開発センター

蘇理 修一郎

　  やまもと さとし

山本 智之

　  しもやま たつや

下山 達哉

　  よこた  かずや

横田 一也

　  かわい  かずなり

河合 一成

　   ほり  やすとし

堀　安利

　 しげもり かずや

重盛 和也

（ 旧 ）
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汎用モータ事業本部 滋賀技術開発センター
生産技術部 支援技術２部長
ゼネラル・マネジャー

汎用モータ事業本部 営業部門副統轄付部長
　営業統轄部 営業第1部 兼 
家電産業事業本部 
　営業統轄部 営業第1部
ゼネラル・マネジャー

汎用モータ事業本部 東京営業第２部長
営業統轄部 営業第２部
ゼネラル・マネジャー

汎用モータ事業本部 東京営業第３部長
営業統轄部 営業第３部
ゼネラル・マネジャー

汎用モータ事業本部 大阪営業部長
営業統轄部 営業第４部
ゼネラル・マネジャー

汎用モータ事業本部 開発統轄部 滋賀技術開発センター
滋賀技術開発センター 開発第１部 開発第４部長
ゼネラル・マネジャー

汎用モータ事業本部 開発統轄部 滋賀技術開発センター
滋賀技術開発センター 開発第２部 開発第２部長
ゼネラル マネジャ

　   あんどう ひとし

安藤　仁

重盛 和也

　  ほしの けんいち

星野 賢一

　 おおやぎ  としひで

大八木 俊秀

　  ふくだ  まさのり

福田 雅典

    しむら  こうじ

志村 貢次

　  みやじ  いつお

宮路 逸扶

ゼネラル・マネジャー
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   　　           （ 新 ）

車載事業本部 滋賀技術開発センター
事業企画室 開発第１部長
ゼネラル・マネジャー

車載事業本部 滋賀技術開発センター
品質保証部 品質保証第１部長
ゼネラル・マネジャー

車載事業本部 滋賀技術開発センター
プロジェクト推進室 開発第１部 開発第１グループ部長
ゼネラル・マネジャー

車載事業本部 営業統轄部 車載営業統括部長
兼 営業部 兼 東京営業第４部長
シニア・ゼネラル・マネジャー

車載事業本部 営業第２部長
営業統轄部 営業企画部
ゼネラル・マネジャー

車載事業本部 開発統轄部 滋賀技術開発センター
滋賀技術開発センター 開発第１部 開発第１部 開発第１グループ部長
ゼネラル・マネジャー

車載事業本部 開発統轄部 滋賀技術開発センター
滋賀技術開発センター 開発第２部 開発第５部 開発第３グループ部長

（ 旧 ）

　   たつた  ひろし

立田　洋

　   く ぼ ひろまさ

久保 博雅

　 おおぶち ひろゆき

大淵 裕幸

　 ゆかわ  しんじろう

湯川 伸次郎

　 ひ び の  まさひろ

日比野 正寛

　  さいだ  そういち

齋田 壮一

　  かたおか なかば

片岡　央
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滋賀技術開発センター 開発第２部 開発第５部 開発第３グループ部長
ゼネラル・マネジャー

車載事業本部 滋賀技術開発センター
生産統轄部 事業管理部 支援管理第１部長
ゼネラル・マネジャー

車載事業本部 滋賀技術開発センター
生産統轄部 生産技術部 支援技術第１部長
ゼネラル・マネジャー

フィリピン日本電産精密㈱会長 フィリピン日本電産㈱社長
フィリピン日本電産㈱社長 フィリピン日本電産スービック㈱社長
フィリピン日本電産スービック㈱社長

日本電産(香港)有限公司副社長 日本電産(香港)有限公司副社長
日本電産(新界)有限公司社長

米国日本電産株式会社 海外事業管理部付次長
営業部門ゼネラル・マネジャー

日電産（上海）国際貿易有限公司 台湾日電産股有限公司 
社長 社長

（問い合わせ先）

広報宣伝部長 田村徳雄 電話：（０７５）９３５－６１５０（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 以上

　  いとう  けんじ

伊藤 健二

     こ    けんか

顧  堅華

寺前 英史

　  ふじた  ひろゆき

藤田 啓之

　 てらまえ ひでぶみ

　 さ さ き   しんじ

佐々木 心二

　   きざわ しょうじ

木澤 昌司

  広報宣伝部長 田村徳雄　 電話：（０７５）９３５－６１５０（ﾀ ｲﾔﾙｲﾝ） 以上
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