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　 １．機構改革（平成２６年１０月１日付）
  

（１）生産技術センターの傘下に「ベトナム分室」を新設する。
 （２）汎用モータ事業本部 開発統轄部 開発部を「汎用モータ事業本部 開発統轄部 開発第１部」へ改称する。

 又、汎用モータ事業本部 開発統轄部に「汎用モータ事業本部 開発統轄部 開発第２部」を新設する。
（３）汎用モータ事業本部に「経理財務統轄部」を新設し、 その傘下に「事業経理部」を新設する。
（４）車載事業本部に「経理財務統轄部」を新設し、 その傘下に「事業経理部」を新設する。
（５）滋賀技術開発センター支援統轄部 事業経理部を廃止する。

   ２．人事異動（平成２６年１０月１日付）

   　　           （ 新 ）

問合せ先
電　　話

機構改革および役員等の異動に関するお知らせ 

　下記の通り、人事異動についてお知らせ致します。

記  

平成26年9月30日

　各　位
会 社 名
代表者名
取 引 所

所 在 地

（ 旧 ）   　　           （ 新 ）

　　代表取締役会長兼社長　　 　　代表取締役社長
最高経営責任者 最高経営責任者

日本電産シンポ㈱会長 日本電産シンポ㈱会長
日本電産リード㈱会長 日本電産リード㈱会長

　　副会長執行役員 　　顧問
最高技術責任者

　　代表取締役副社長執行役員
最高執行責任者 最高執行責任者
家電産業事業本部長 家電産業事業本部長
日本電産テクノモータ㈱会長 日本電産テクノモータ㈱会長

 日本電産トーソク㈱会長  日本電産トーソク㈱会長
日本電産エレシス㈱会長 日本電産エレシス㈱会長

 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
Nidec ASI S.p.A.会長 Nidec ASI S.p.A.会長
インド日本電産㈱会長 Nidec US Holdings Corporation会長
日本電産モータ㈱会長 日本電産モータ㈱会長

日本電産コパル電子㈱会長 日本電産コパル電子㈱会長

   かたやま　みきお

山　幹雄

     くれ　ぶんせい

　　代表取締役副社長執行役員 呉　文精

（ 旧 ）

   ながもり　しげのぶ

永守　重信

日本電産サンキョー㈱会長 日本電産サンキョー㈱会長
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　　取締役副社長執行役員 　　取締役副社長執行役員
社長補佐（経理部） 社長補佐（経理部）
コンプライアンス室・ＣＦＯ戦略室・ コンプライアンス室・ＣＦＯ戦略室・

ＣＳＲ推進室統轄、経営管理監査部担当 ＣＳＲ推進室統轄、経営管理監査部担当
日本電産コパル㈱会長 日本電産コパル㈱会長
Nidec US Holdings Corporation会長

　　取締役専務執行役員 　　取締役専務執行役員
人事部・中央モーター基礎技術研究所統轄 人事部・中央モーター基礎技術研究所統轄

安全保障貿易管理委員会委員長

　　取締役専務執行役員 　　取締役専務執行役員
最高財務責任者 最高財務責任者

ＣＳＲ推進室担当 ＣＳＲ推進室担当
ＣＳＲ委員会委員長 ＣＦＯ戦略室長
日電産（上海）管理有限公司会長 ＣＳＲ委員会委員長
Nidec US Holdings Corporation社長 日電産（上海）管理有限公司会長

最高情報責任者 最高情報責任者

リスク管理委員会委員長 リスク管理室長
リスク管理委員会委員長

    はまだ　 ただあき

浜田　忠章

経営企画部・知的財産部・海外事業管理部担当 経営企画部・知的財産部・海外事業管理部担当
安全保障貿易管理委員会委員長 経営企画部長

     さとう　 あきら

佐藤　明

広報宣伝・ＩＲ部・関係会社管理部・法務部・ 広報宣伝・ＩＲ部・関係会社管理部・法務部・
グローバル税務企画部・財務部・ グローバル税務企画部・財務部・

グローバル税務企画部・財務部・

    さとう　 としなり

   よしまつ　ますお

吉松　加雄

経理部統轄 経理部統轄
ＣＦＯ戦略室・広報宣伝・ＩＲ部・ ＣＦＯ戦略室・広報宣伝・ＩＲ部・

グローバル税務企画部・財務部・

　　常務執行役員 佐藤　年成 　　常務執行役員

リスク管理室・情報システム部担当 リスク管理室・情報システム部担当

日本電産グループ インド事業統轄 日本電産グループ インド事業統轄

　　常務執行役員
家電産業事業本部副本部長（海外担当）

　　顧問 　　顧問
社長補佐 社長補佐
日本電産セイミツ㈱会長 日本電産コンポーネントテクノロジー㈱
日本電産コンポーネントテクノロジー㈱ 会長兼社長
会長兼社長

日本電産セイミツ㈱社長 日本電産セイミツ㈱会長

生産技術センター所長 兼 ベトナム分室長 生産技術センター所長
日本電産マシナリー㈱会長 日本電産マシナリー㈱会長

日電産（上海）国際貿易有限公司 日本電産テクノモータ㈱
副会長 常務執行役員
車載事業中華圏営業部門統轄

汎用モータ事業本部 経理財務統轄部 汎用モータ事業本部長付統轄部長
汎用モータ事業本部ＣＦＯ

　　顧問 後藤　典雅

　　常務執行役員 高野　克彦 　　常務執行役員

インド日本電産㈱社長 インド日本電産㈱会長

    きくおか　みのる

    たかの　 かつひこ

　　顧問

   やまぐち　てつお

山口　哲男

    か い　  てるゆき

甲斐　照幸

   ほしあい　ともたか

菊岡　稔

   はまぐち　やすお

浜口　泰男

    ごとう 　のりまさ

星合　具高
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グローバル購買統轄本部
副本部長

タイ日本電産㈱執行役員 兼 タイ日本電産㈱執行役員
ＦＤＢＭ事業本部ＣＦＯ

経営企画部長 日本電産セイミツ㈱取締役執行役員

汎用モータ事業本部 経理財務統轄部 滋賀技術開発センター支援統轄部
事業経理部長 事業経理部長

グローバル税務企画部長 グローバル税務企画部 部長

海外事業管理部長 海外事業管理部 部長

ＣＦＯ戦略室長 ＣＦＯ戦略室 部長

日本電産モータ㈱ 部長 兼 日本電産モータ㈱ 部長
家電産業事業本部ＣＦＯ（海外担当）

   かわはら　くにお

車載事業本部 経理財務統轄部 車載事業本部 事業企画室 部長
車載事業本部ＣＦＯ

車載事業本部　経理財務統轄部　 グローバル税務企画部長
事業経理部長

坂田　保之

   やまもと　さとし

山本　智之

      かとう　あきら

加藤　彰

    ながい　じゅんいち

   まつもと　さとし

松本　誓之

   まつはし　ひでとし

松橋　英寿

    さかた　 やすゆき

河原　邦夫

    わ だ　  のりまさ

和田　哲政

永井　淳一

     まつお　 しげる

松尾　茂

    おがた  てっさい

緒方  哲才

事業経理部長

汎用モータ事業本部 開発統轄部 汎用モータ事業本部 開発統轄部
副統轄部長 兼 同開発第２部長 副統轄部長

汎用モータ事業本部 開発統轄部 汎用モータ事業本部 開発統轄部 
開発第１部長 開発部長

ＦＤＢＭ事業本部 開発統轄部 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 
開発第２部長 開発第２部長代行

ＦＤＢＭ事業本部 開発統轄部 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 
開発第１部長 開発第１部長代行

日電産貿易（深セン）有限公司社長 日電産貿易（深セン）有限公司社長
日本電産（香港）有限公司副社長

リスク管理室長 海外事業管理部長

   ちよまつ　 のぶみつ

千代松　伸光

   すぎやま　ともつぐ

大江　嘉一郎

      おぐら　たける

小倉　健

　　以　　上

杉山　知嗣

   はせがわ　 ともひろ

長谷川　朋広

   さくらだ  くにお

櫻田　国士

  おおえ　 かいちろう
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