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組織変更および取締役・執行役員・部長級以上の 

人事異動について 

 

ブラザー工業株式会社（社長：小池利和）は、下記の通り組織変更および取締役・執行役員・部長級以上

の人事異動を行いますので、お知らせいたします。 

 

1．組織変更について（4 月 1 日付） 

 

当社は、4 月から新中期戦略「CS B2018」をスタートします。「CS B2018」では既存事業の収益力強化を

徹底し、どのような厳しい環境でも勝ち残れる「強いブラザー」を築くため変革の 3 年とします。 

そのためには、プリンティング関連の事業を中心とした事業構成から複合事業企業を目指したポートフォ

リオ経営への変革を推進する必要があり、これまで本社とカンパニーに分けていた組織体制を「本社」、「事

業」、「機能」の 3 つに分けた組織に変更し、各組織の役割に応じた顧客価値の実現と効率化の徹底を行い

ます。 

 

【本社】 

インフラ整備と効率化を徹底した小さくて強い本社とすることで、【事業】【機能】の各組織の効率的な運

営を支援し、変革を支える 

 

【事業】 

事業ポートフォリオ強化に向け、本社とカンパニーに分けていた各事業を、全事業を横並びとする事業部

制とし、機動力のある体制でグローバルでの事業一貫経営の更なる強化を目指す 

 

【機能】 

事業部門との切磋琢磨による未来への顧客価値の創出と、人財開発や再配置の促進により、グローバルで

の事業間連携を強化する 

 

 

  



2．取締役・執行役員および部長級以上の異動について 

  

（1）取締役・執行役員（4月 1 日付） 

（下線部が新役職となります） 

 

【 新    職 】 【 旧    職 】 【 氏    名 】 

代表取締役社長＊ 

内部監査部、 

経営企画部 直轄 

代表取締役社長＊ 

ﾄﾞﾐﾉ事業統括 

内部監査部、 

新規事業推進部、 

新規技術開発部 直轄 

小池 利和 

（こいけ としかず） 

代表取締役 専務執行役員＊ 

P&S 事業統括 

知的財産部 担当 

代表取締役 専務執行役員＊ 

ﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ事業統括 

開発管理部、 

知的財産部 担当 

石川 茂樹 

（いしかわ しげき） 

取締役 常務執行役員＊ 

N&C 事業統括 

N&C 事業 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ推進部 担当 

株式会社ｴｸｼﾝｸﾞ代表取締役会長 

取締役 常務執行役員＊ 

N&C 事業統括 

ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ開発部、 

N&C 事業推進部 担当 

株式会社ｴｸｼﾝｸﾞ代表取締役会長 

神谷 純 

（かみや じゅん） 

取締役 常務執行役員＊ 

ﾄﾞﾐﾉ事業統括 

産業用印刷準事業統括 

産業用印刷準事業 産業ｼｽﾃﾑ営業推

進部、 

産業用印刷準事業 新規技術開発部 

担当 

取締役 常務執行役員＊ 

ｻｰﾋﾞｽ＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業統括 

IT 戦略推進部、 

ｿﾌﾄｳｪｱ第 1 開発部、 

ｿﾌﾄｳｪｱ第 2 開発部、 

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発部 担当 

佐々木 一郎 

（ささき いちろう） 

取締役 常務執行役員＊ 

P&S 事業 事業企画部、 

P&S 事業 SOHO・新興国推進部、 

P&S 事業 SMB･S&S 推進部 担当 

兼 P&S 事業 事業企画部長 

取締役 常務執行役員＊ 

工業用部品事業統括 

経営企画部 担当 
石黒 雅 

（いしぐろ ただし） 



常務執行役員 

財務部、 

法務・環境・総務部、 

CSR&ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部 担当 

常務執行役員 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ CSR 推進部、 

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部、 

法務・総務部 担当 

兼 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ CSR 推進部長 

浅井 侯序 

（あさい よしつぐ） 

常務執行役員 

品質革新ｾﾝﾀｰ QM 推進部、 

品質革新ｾﾝﾀｰ CS 推進部 担当 

常務執行役員 

QM 推進部、 

CS 推進部 担当 

兼 CS 推進部長 

石川 博 

（いしかわ ひろし） 

常務執行役員 

新規事業推進部 担当 

常務執行役員 

E&I 事業統括 

開発企画部、 

ﾒｶｼｽﾃﾑ第 1 開発部、 

ﾒｶｼｽﾃﾑ第 2 開発部、 

ES 開発部 担当 

松本 勇美夫 

（まつもと ゆみお） 

常務執行役員 

L&M 事業統括 

L&M 事業 事業企画部、 

L&M 事業 開発部、 

L&M 事業 製造部 担当 

常務執行役員 

ﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ事業推進部、 

E&I 事業推進部 担当 
亀之内 孝文 

（かめのうち たかふみ） 

常務執行役員 

ﾏｼﾅﾘｰ事業統括 

ﾏｼﾅﾘｰ事業 事業企画部、 

ﾏｼﾅﾘｰ事業 戦略技術部、 

ﾏｼﾅﾘｰ事業 製造部、 

ﾏｼﾅﾘｰ事業 開発部、 

ﾏｼﾅﾘｰ事業 QM 推進部、 

ﾏｼﾅﾘｰ事業 工業ﾐｼﾝ営業部、 

ﾏｼﾅﾘｰ事業 産業機器営業部、 

ﾏｼﾅﾘｰ事業 産業機器 CS 推進部 

担当 

常務執行役員 

ﾏｼﾅﾘｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 

川那辺 祐 

（かわなべ たすく） 



執行役員 

開発ｾﾝﾀｰ 電子技術開発部、 

開発ｾﾝﾀｰ IJ 技術開発部 担当 

執行役員 

IE 開発部、 

IE 技術部、 

総合ﾃﾞｻﾞｲﾝ部 担当 

兼 IE 技術部長 

鈴木 雅彦 

（すずき まさひこ） 

執行役員 

P&S 事業 製造部 担当 

執行役員 

生産技術部、 

部品技術部、 

電子技術部、 

試作技術部 担当 

服部 親将 

（はっとり ちかまさ） 

執行役員 

人事部、 

IT 戦略推進部 担当 

兼 人事部長 

執行役員 

人事部 担当  

兼 人事部長 

若原 宏之 

（わかはら ひろゆき） 

執行役員 

P&H 事業統括 

P&H 事業 事業企画部、 

P&H 事業 営業企画部、 

P&H 事業 ｸﾗﾌﾄ事業推進部、 

P&H 事業 開発部、 

P&H 事業 QMCS 推進部、 

P&H 事業 生産革新部 

担当 

執行役員 

ﾊﾟｰｿﾅﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ﾎｰﾑ ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 

久野 光康 

（きゅうの みつやす） 

執行役員 

製造ｾﾝﾀｰ 購買部、 

製造ｾﾝﾀｰ 生産革新部、 

製造ｾﾝﾀｰ IJ 製造部 

担当 

グループ執行役員 

ﾌﾞﾗｻﾞｰｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ（ﾍﾞﾄﾅﾑ） 

＜取締役会長 兼 社長＞＊＊ 
武田 進 

（たけだ  すすむ） 

執行役員 

ﾏｼﾅﾘｰ事業 産業機器事業 

担当 

執行役員 

ﾏｼﾅﾘｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

産業機器事業 担当 

兼 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ ﾊﾞｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 

星 真 

（ほし まこと） 



執行役員 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ企画ｾﾝﾀｰ 営業・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ推

進部、 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ企画ｾﾝﾀｰ 総合ﾃﾞｻﾞｲﾝ部、 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ企画ｾﾝﾀｰ 営業ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ

部 担当 

兼 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ企画ｾﾝﾀｰ 営業ﾋﾞｼﾞﾈｽｻ

ﾎﾟｰﾄ部長 

執行役員 

第 1 営業企画部、 

第 2 営業企画部、 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ推進部、 

ｻｰﾋﾞｽ&ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ事業推進部 担当 

兼 第 2 営業企画部長、 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ推進部長 

野地 勲 

（のじ いさお） 

執行役員 

P&S 事業 LE 開発部、 

P&S 事業 LC 開発部、 

P&S 事業 IDS 開発部 担当 

兼 P&S 事業 LE 開発部長 

執行役員 

電子ｼｽﾃﾑ開発部、 

LE 開発部 担当 

兼 LE 開発部長 

桑原 悟 

（くわばら さとる） 

執行役員 

製造ｾﾝﾀｰ 製造企画部、 

製造ｾﾝﾀｰ 技術開発部、 

製造ｾﾝﾀｰ 基盤技術部 担当 

兼 製造ｾﾝﾀｰ 技術開発部長 

試作技術部長 

村上 泰三 

（むらかみ たいぞう） 

執行役員 

開発ｾﾝﾀｰ 開発企画部、 

開発ｾﾝﾀｰ ﾒｶ基盤技術開発部、 

開発ｾﾝﾀｰ ｿﾌﾄ技術開発部 担当 

兼 開発ｾﾝﾀｰ 開発企画部長 

開発企画部長 

鈴木 剛 

（すずき つよし） 

執行役員 

ﾄﾞﾐﾉ事業 ﾄﾞﾐﾉ事業推進部 担当 

兼 ﾄﾞﾐﾉ事業 ﾄﾞﾐﾉ事業推進部長 

ﾄﾞﾐﾉ事業推進部長 
小出 哲郎 

（こいで てつろう） 

グループ常務執行役員 

Domino Printing Sciences PLC 

（ﾄﾞﾐﾉ ﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ ｻｲｴﾝｽ社） 

＜CEO＞＊＊＊ 

 

Domino Printing Sciences PLC 

（ﾄﾞﾐﾉ ﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ ｻｲｴﾝｽ社） 

＜CEO＞＊＊＊ 
Nigel Bond 

（ナイジェル・ボンド） 



グループ執行役員 

ﾌﾞﾗｻﾞｰ ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 

＜取締役社長＞＊＊ 

執行役員 

製造企画部、 

製造部、 

購買部、 

環境推進部 担当 

三輪 祐司 

（みわ ゆうじ） 

グループ執行役員 

ﾌﾞﾗｻﾞｰ販売株式会社 

＜代表取締役社長＞＊＊ 

ﾌﾞﾗｻﾞｰ販売株式会社 出向 

＜常務取締役＞＊＊ 
三島 勉 

（みしま つとむ） 

 

＊：執行役員を兼務しています。 

＊＊：＜ ＞内は出向先役職 

＊＊＊：＜ ＞内は Domino Printing Sciences PLC での役職 



（2）部長級 （4月 1日付） 

（下線部が新役職となります） 

 

【 新    職 】 【 旧    職 】 【 氏    名 】 

法務・環境・総務部長 法務・総務部長 
浅井 秀已 

（あさい ひでみ） 

CSR＆ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 
橋本 安弘 

（はしもと やすひろ） 

P&S 事業 SOHO・新興国推進部長 第 1 営業企画部長 
岩垂 友美子 

（いわだれ ゆみこ） 

P&S 事業 SMB・S&S 推進部長 S&S 事業推進部長 
中尾 喜雄 

（なかお よしお） 

P&S 事業 LC 開発部長 ｿﾌﾄｳｪｱ第 2 開発部長 
赤尾 通敏 

（あかお みちとし） 

P&S 事業 IDS 開発部長 ﾒｶｼｽﾃﾑ第 1 開発部長 
古閑 雄二 

（こが ゆうじ） 

P&S 事業 製造部長 

ﾌﾞﾗｻﾞｰｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ（ﾍﾞﾄﾅﾑ） 出向 

＜取締役＞＊＊ 

大澤 昭典 

（おおさわ あきのり） 

L&M 事業 事業企画部長 E&I 事業推進部長 
杉本 吉市 

（すぎもと よしいち） 

L&M 事業 開発部長 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発部長 
林 祐二 

（はやし ゆうじ） 

L&M 事業 製造部長 電子技術部長 
嶋田 安雄 

（しまだ やすお） 

P&H 事業 事業企画部長 

ﾊﾟｰｿﾅﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ﾎｰﾑ ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

経営企画部長 

門村 宏司 

（かどむら こうじ） 



P&H 事業 営業企画部長 

ﾊﾟｰｿﾅﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ﾎｰﾑ ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

営業企画部 ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾏﾈｼﾞｬｰ 

堀江 淳一 

（ほりえ じゅんいち） 

P&H 事業 ｸﾗﾌﾄ事業推進部長 

ﾊﾟｰｿﾅﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ﾎｰﾑ ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

営業企画部長  

兼 新事業推進部長 

小畑 淳史 

（おばた あつし） 

P&H 事業 開発部長 

ﾊﾟｰｿﾅﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ﾎｰﾑ ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

開発部長 

宇山 義幸 

（うやま よしゆき） 

P&H 事業 QMCS 推進部長 

ﾊﾟｰｿﾅﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ﾎｰﾑ ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

QMCS 推進部長 

小室 恭二 

（こむろ きょうじ） 

P&H 事業 生産革新部長 

ﾊﾟｰｿﾅﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ﾎｰﾑ ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

生産革新部長 

森永 匡 

（もりなが ただし） 

ﾏｼﾅﾘｰ事業 事業企画部長 

ﾏｼﾅﾘｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

経営企画部長 

北村 達也 

（きたむら たつや） 

ﾏｼﾅﾘｰ事業 戦略技術部長 

ﾏｼﾅﾘｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

製造部 ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾏﾈｼﾞｬｰ 

渡辺 俊也 

（わたなべ としや） 

ﾏｼﾅﾘｰ事業 製造部長 

兄弟機械（西安）有限公司 出向 

＜董事長 兼 総経理＞＊＊ 

佐藤 克彦 

（さとう かつひこ） 

ﾏｼﾅﾘｰ事業 開発部長 

ﾏｼﾅﾘｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

戦略技術部長 

舟橋 暁洋 

（ふなはし あきひろ） 

ﾏｼﾅﾘｰ事業 産業機器 CS 推進部長 

ﾏｼﾅﾘｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

産業機器 CS 推進部長 

山田 高志 

（やまだ たかし） 



ﾏｼﾅﾘｰ事業 QM 推進部長 

ﾏｼﾅﾘｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

QM 推進部長 

三井 裕之 

（みつい ひろゆき） 

ﾏｼﾅﾘｰ事業 工業ﾐｼﾝ事業担当部長 兼 

ﾏｼﾅﾘｰ事業 工業ﾐｼﾝ営業部長 

ﾏｼﾅﾘｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ ﾊﾞｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 

兼 工業ﾐｼﾝ営業部長 

長谷川  泰之 

（はせがわ やすゆき） 

ﾏｼﾅﾘｰ事業 産業機器営業部長 

ﾏｼﾅﾘｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

産業機器営業部長 

田中 英一 

（たなか ひでかず） 

N&C 事業 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ推進部長 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ開発部長 
唐川 弘幸 

（からかわ ひろゆき） 

産業用印刷準事業 産業ｼｽﾃﾑ営業推進

部長 

ﾌﾞﾗｻﾞｰ販売株式会社 出向 

＜ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ推進部長＞＊＊ 

大澤 敏明 

（おおさわ としあき） 

産業用印刷準事業 新規技術開発部長 新規技術開発部長 
鈴木 祥五 

（すずき しょうご） 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ企画ｾﾝﾀｰ 営業・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ推

進部長 

ﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ事業推進部長 
舟橋 浩之 

（ふなはし ひろゆき） 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ企画ｾﾝﾀｰ 総合ﾃﾞｻﾞｲﾝ部長 総合ﾃﾞｻﾞｲﾝ部長 
福永 祐三 

（ふくなが ゆうぞう） 

開発ｾﾝﾀｰ ﾒｶ基盤技術開発部長 ﾒｶｼｽﾃﾑ第 2 開発部長 
瀧 英次 

（たき えいじ） 

開発ｾﾝﾀｰ ｿﾌﾄ技術開発部長 ｿﾌﾄｳｪｱ第 1 開発部長 
小久保 雅俊 

（こくぼ まさとし） 

開発ｾﾝﾀｰ 電子技術開発部長 電子ｼｽﾃﾑ開発部長 
山形 一博 

（やまがた かずひろ） 

開発ｾﾝﾀｰ IJ 技術開発部長 IE 開発部長 
佐藤 龍也 

（さとう たつや） 



製造ｾﾝﾀｰ 製造企画部長 購買部 ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾏﾈｼﾞｬｰ 
三浦 正明 

（みうら まさあき） 

製造ｾﾝﾀｰ 基盤技術部長 部品技術部長 
木村 忠 

（きむら ただし） 

製造ｾﾝﾀｰ 購買部長 購買部 ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾏﾈｼﾞｬｰ 
小林 憲生 

（こばやし のりお） 

製造ｾﾝﾀｰ 生産革新部長 生産技術部長 
林 達也 

（はやし たつや） 

製造ｾﾝﾀｰ IJ 製造部長 

ﾌﾞﾗｻﾞｰ ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 出向 

＜取締役社長＞＊＊ 

伊藤 敏夫 

（いとう としお） 

品質革新ｾﾝﾀｰ QM 推進部長 QM 推進部長 
川浦 公義 

（かわうら きみよし） 

品質革新ｾﾝﾀｰ CS 推進部長 CS 推進部 ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾏﾈｼﾞｬｰ 
平居 範久 

（ひらい のりひさ） 

ﾌﾞﾗｻﾞｰｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ（ﾍﾞﾄﾅﾑ） 出向 製造部長 
今井 達二 

（いまい たつじ） 

兄弟機械（西安）有限公司 出向 

ﾏｼﾅﾘｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

開発部長 

野崎 剛寿 

（のざき よしひさ） 

 

＊＊：＜ ＞内は出向先役職 

 

 

 

＜報道関係 お問い合わせ先＞ 

ブラザー工業株式会社 コーポレートコミュニケーション部 伝宝（ﾃﾞﾝﾎﾟｳ） 

TEL : 052-824-2072   FAX : 052-811-6826  E-mail : kouhou@brother.co.jp 

 



ブラザー工業株式会社
新組織(2016年4月1日)

機
能 

本
社 

CS推進部 QM推進部 

IJ技術開発部 

事
業 

製造センター 

開発センター 

品質革新センター 

産業システム 
営業推進部 

IJ製造部 製造企画部 

開発企画部 ソフト技術開発部 メカ基盤技術開発部 電子技術開発部 

営業・マーケティング推進部 総合デザイン部 営業ビジネスサポート部 

技術開発部 基盤技術部 購買部 生産革新部 

P&S事業 

マーケティング 
企画センター 

L&M事業 マシナリー事業 N&C事業 ドミノ事業 
産業用印刷 
準事業 

新規技術開発部 

ドミノ事業推進部 
ネットワーク 

システム推進部 

事業企画部 

産業機器営業部 

工業ﾐｼﾝ営業部 

開発部 

戦略技術部 

製造部 

産業機器 
CS推進部 

QM推進部 

事業企画部 

営業企画部 

クラフト事業 
推進部 

開発部 

生産革新部 

QMCS推進部 

事業企画部 

開発部 

製造部 

事業企画部 

SOHO・ 
新興国推進部 

SMB・S&S 
推進部 

LE開発部 

LC開発部 

IDS開発部 

製造部 

新規事業 
推進部 

知的財産部 IT戦略推進部 財務部 人事部 
法務・環境 
・総務部 

CSR&コミュニ 
ケーション部 

経営企画部 内部監査部 

P&H事業 

株主総会 

取締役会 

社長 

監査役会 

監査役 監査役室 

戦略会議 リスク管理委員会 

個別リスク委員会 



ブラザー工業株式会社

旧組織(2015年10月1日) 株主総会

取締役会 監査役会

社長

内部監査部 新規事業 新規技術 経営企画部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙCSR ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ 法務・総務部 人事部 財務部

推進部 開発部 推進部 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部

ｻｰﾋﾞｽ＆ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 第1 第2 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ E&I 製造企画部 製造部 購買部 環境推進部 生産技術部 部品技術部 電子技術部 試作技術部

事業推進部 営業企画部 営業企画部 推進部 事業推進部 事業推進部

QM推進部 CS推進部 開発管理部 知的財産部 N&C事業 ﾈｯﾄﾜｰｸ 開発企画部 ﾒｶｼｽﾃﾑ ﾒｶｼｽﾃﾑ E＆I開発部

推進部 ｼｽﾃﾑ開発部 第1開発部 第2開発部

ﾄﾞﾐﾉ事業 ｿﾌﾄｳｴｱ ｿﾌﾄｳｴｱ ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ＩＴ戦略推進部 電子ｼｽﾃﾑ LE開発部 IE開発部 IE技術部 総合

推進部 第1開発部 第2開発部 開発部 開発部 ﾃﾞｻﾞｲﾝ部

パーソナル・アンド・ホーム カンパニー マシナリー・アンド・ソリューション カンパニー

経営企画部 営業企画部 新事業推進部 QMCS推進部 開発部 生産革新部 経営企画部 戦略技術部 製造部 開発部 産業機器 ＱM推進部 工業ﾐｼﾝ 産業機器

CS推進部 営業部 営業部

監査役 監査役室

戦略会議 リスク管理委員会

個別リスク委員会

執行役員
連絡会


