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　 １．機構改革（２０１９年４月１日付）
  

（１）「情報セキュリティ管理室」を新設する。 
（２） 車載事業本部に「第１車載事業部」「第２車載事業部」を新設する。

　開発統轄部「開発第１～４部」を開発統括部「設計第１部」、「設計第２部」、
 「先行開発企画部」、「機能実験部」に再編する。
 「プロジェクト推進統括部」を新設し、「プロジェクト推進部」を「プロジェクト推進第１部」、
 「プロジェクト推進第２部」として再編する。
 「品質保証部」を「品質保証第１部」、「品質保証第２部」として再編する。

   ２．人事異動
（２０１９年４月１日付）

   　　           （ 新 ）

　　代表取締役社長執行役員 　　代表取締役社長執行役員
最高執行責任者 最高執行責任者
家電産業事業本部長 車載事業本部長
インド日本電産㈱会長 家電産業事業本部長
日本電産トーソク㈱会長 日本電産(大連)有限公司会長
日本電産エレシス㈱会長 日本電産自動車モータ(浙江)有限公司会長
日本電産コパル㈱会長 インド日本電産㈱会長
日本電産セイミツ㈱会長 日本電産トーソク㈱会長
日本電産モータ㈱会長 日本電産エレシス㈱会長

日本電産コパル㈱会長
日本電産セイミツ㈱会長
日本電産モータ㈱会長
日本電産自動車モータ・アメリカ合同会社会長

　　代表取締役副会長執行役員
最高営業責任者 最高営業責任者
社長補佐(グローバル営業統括本部・ 社長補佐(グローバル営業統轄本部・
グローバル購買統括本部・秘書室・ グローバル購買統轄本部・秘書室・
経営管理監査部・コンプライアンス室・ 経営管理監査部・コンプライアンス室・
リスク管理室・経営企画部・広報宣伝部・ リスク管理室・経営企画部・広報宣伝部・
法務部・総務部・人事部・人事企画部・ 法務部・総務部・人事部・人事企画部・
情報セキュリティ管理室・ 情報システム部・海外事業管理部・
情報システム部・海外事業管理部・ 営業支援部・３Ｑ６Ｓ)
営業支援部・３Ｑ６Ｓ) 日本電産サーボ㈱会長
日本電産サーボ㈱会長 日本電産グローバルサービス㈱会長

　　専務執行役員 　　専務執行役員
最高業務管理責任者 最高業務管理責任者
最高コンプライアンス責任者 最高コンプライアンス責任者
最高情報セキュリティ責任者 秘書室・コンプライアンス室・リスク管理室・
秘書室・コンプライアンス室・リスク管理室・ 経営企画部・法務部・総務部・人事部・
経営企画部・法務部・総務部・人事部・ 人事企画部・情報システム部統轄
人事企画部・情報セキュリティ管理室・ 経営管理監査部・広報宣伝部・知的財産部・
情報システム部統括 海外事業管理部担当
経営管理監査部・広報宣伝部・知的財産部・ 海外事業管理部長
海外事業管理部担当 安全保障貿易管理委員会委員長
海外事業管理部長 コンプライアンス委員会委員長
安全保障貿易管理委員会委員長 日本電産モータホールディングス㈱会長
コンプライアンス委員会委員長
情報セキュリティ委員会委員長
日本電産モータホールディングス㈱会長

　　代表取締役副会長執行役員 小部　博志

2019年3月22日

　各　位

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  

（ 旧 ）

よしもと　ひろゆき

吉本　浩之

こべ　ひろし

わたなべ　ごう

渡邊　剛

1/3



　　専務執行役員 　　専務執行役員
車載事業本部長 兼 車載事業本部副本部長
第２車載事業部長
日本電産(大連)有限公司会長
日本電産自動車モータ(浙江)有限公司会長
日本電産自動車モータ・アメリカ合同会社会長

車載事業本部副本部長 兼 車載事業本部副本部長
第１車載事業部長 滋賀技術開発センター支援統轄部担当
滋賀技術開発センター支援統括部担当

生産技術研究所長

　　常務執行役員 　　常務執行役員
車載事業本部副本部長　兼 車載事業本部副本部長　兼
プロジェクト推進統括部長 営業統轄部長

車載事業本部ＣＦＯ 兼 車載事業本部ＣＦＯ 兼 
管理統括部長 兼 管理統轄部長
事業経理部長

車載事業本部 営業統括部長 兼 車載事業本部 欧州営業部門統轄
営業部長

コンプライアンス室・法務部担当 コンプライアンス室・法務部担当
日本電産アメリカ・ホールディング㈱社長

最高情報責任者 最高情報責任者
情報セキュリティ管理室・ 情報システム部担当
情報システム部担当 情報システム部長
情報セキュリティ管理室長 兼
情報システム部長

車載事業本部 開発統括部長 兼 車載事業本部 開発統轄部長 兼
設計第２部長 開発第２部長

法務部長

車載事業本部 生産統括部長 兼　 車載事業本部 生産統轄部長
同生産技術第２部長

車載事業本部　グローバル品質統括部 日本電産トーソク㈱
品質保証第１部長 執行役員

車載事業本部 開発統括部 車載事業本部 開発統轄部 
先行開発企画部長 開発第１部長 兼

同開発第３部長

精密小型モータ事業本部　 日本電産精密馬達科技（東莞）有限公司
第１営業統括部　 第四事業部 生産管理部 営業担当部長
営業第２部長

精密小型モータ事業本部 　 精密小型モータ事業本部 
第２営業統括部 第２営業統轄部 部長
営業第３部長

おおたに　としあき

大谷　俊明

　　専務執行役員 小関　敏彦 　　非常勤顧問

はやふね　かずや

　　専務執行役員 早舩　一弥 　　専務執行役員

こせき　としひこ

　　執行役員 安永　耕一郎 　　執行役員

みやじ　やすひろ

宮地　康弘

やすい　たくお

　　常務執行役員 安井　琢人 　　常務執行役員

おおこうち　ゆうじん

　　執行役員 大川内　裕仁 　　執行役員

やすなが　こういちろう

米井　啓良

おかじま　まき

　　執行役員 岡島　万樹 　　執行役員

かたおか　なかば

　　執行役員 片岡　央 　　執行役員

いそはた　あきひこ

五十畑　昭彦

つじ　しんご

辻　真悟

よねい　あきら

ちきら　とおる

千木良　徹

まさき　あきひろ

正木　昭弘

かとう　よしなり

加藤　義成
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精密小型モータ事業本部 　 精密小型モータ事業本部  
第２営業統括部 第２営業統轄部 副統轄部長 兼 
副統括部長 同営業第１部長

車載事業本部 プロジェクト推進統括部　　 車載事業本部 
プロジェクト推進第２部長 プロジェクト推進部長

精密小型モータ事業本部 　 精密小型モータ事業本部  
第２営業統括部 第２営業統轄部
営業第１部長 営業第３部長

車載事業本部 開発統括部　 車載事業本部 開発統轄部 
機能実験部長 開発第４部 第３グループ 部長

車載事業本部 プロジェクト推進統括部　　 車載事業本部 開発統轄部 統轄部長
プロジェクト推進第１部長

下茂　雅裕

きの　てつお

木野　哲夫

おくむら　あきひろ

奥村　明洋

しもしげ　まさひろ

はつだ　ただゆき

初田　匡之

かじはら　ひろし

梶原　浩

　　以　　上
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