
平成２８年３月４日
株式会社ジェイテクト

(ｺｰﾄﾞ番号６４７３)

　株式会社ジェイテクトは、下記の通り、3月1日付人事異動、4月1日付組織改正ならびに取締役、執行役員の組織担当の一部変更を実施いたしますのでお知らせいたします。

《人事異動》
《１．主な組織改正》
【主旨】
「ジェイテクトグループビジョン」「中期経営計画」に沿った組織改正
自動車部品事業における駆動ビジネスの強化、軸受事業のニードルローラー軸受の製品力強化、工作機械・メカトロ事業のIoE分野の強化

【組織改正】
＜トップ直轄＞
（１）ＢＲ業務改革推進室を業務改革推進室に名称変更
（２）新規事業企画室を新設

自動車部品事業本部をステアリング事業本部および駆動事業本部に分離し組織改正
＜ステアリング事業本部＞
（１）PM室
（２）事業統括部
（３）原価管理部
（４）試作部
（５）設計品質監査・改良室
（６）技術企画部
（７）ステアリングシステム開発部
（８）要素開発部
（９）電子システム企画部
（１０）電子技術部
（１１）第１実験解析部
（１２）第２実験解析部
（１３）第１ステアリングシステム技術部
（１４）第２ステアリングシステム技術部
（１５）中部テクニカルセンター
（１６）西部テクニカルセンター
（１７）東部テクニカルセンター
（１８）奈良工場
（１９）花園工場
（２０）豊橋工場

人事異動のお知らせ
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＜駆動事業本部＞
（１）PM室
（２）事業統括部
（３）原価管理部
（４）駆動システム開発部
（５）実験解析部
（６）試作部
（７）設計品質監査・改良室
（８）技術企画部
（９）第１駆動技術部
（１０）第２駆動技術部
（１１）油圧システム技術部
（１２）ＦＣ部品事業部
（１３）花園工場
（１４）田戸岬工場
（１５）岡崎工場
（１６）狭山工場

＜軸受事業本部＞
（１）ＢＲニードル事業推進部を廃止し、ニードル事業開発部を新設

＜工作機械・メカトロ事業本部＞
（１）ＩｏＥ推進室を新設
（２）ＰＪ管理室を新設
（３）ＣＷＧ推進室を廃止し、メカトロ制御技術部へ移管
（４）設計品質監査室を設計品質監査・改良室に名称変更
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■発令日：３月１日
1．基幹職Ｒ０異動

新職 旧職 継続職 氏名

▽自動車部品事業本部品質管理部長 自動車部品事業本部岡崎工場長 石川　克彦

2．基幹職Ｒ1異動
新職 旧職 継続職 氏名

▽営業本部販売技術部長 （軸受事業本部産業機器技術部長） 樋口　国男

3．基幹職Ｒ1海外出向
新職 旧職 継続職 氏名

▽トヨダマシナリーヨーロッパ出向 （工作機械・ﾒｶﾄﾛ事業本部事業統括部） 平野　幸長

4．基幹職Ｒ2異動
新職 旧職 継続職 氏名

▽軸受事業本部産業機器技術部長 （ジェイテクトヨーロッパベアリングス出向） 安達　丈博
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■発令日：４月１日
1．取締役の組織担当変更

新職 旧職 継続職 氏名

▽業務改革推進室総括、新規事業企画室総括 （ＢＲ業務改革推進室） 取締役社長 安形　哲夫

▽ステアリング事業本部（本部長）総括 （自動車部品事業本部（本部長）総括）
取締役副社長、社長補佐、研究・技術統括、
品質統括、ＴＱＭ推進室総括、研究開発本部総括

 河上　清峯

▽工作機械・メカトロ事業本部ＩｏＥ推進室、
ＰＪ管理室担当

取締役副社長、社長補佐、安全統括、生産統括、
安全衛生管理部総括、工作機械・メカトロ事業本
部（本部長）総括、同事業統括部、同刈谷工場担
当

 井坂　雅一

▽営業本部（本部長）総括、同営業統括部、
同豊田支社担当

（北米事業統括） 常務取締役 貝嶋　博幸

▽経営企画部総括、人事・総務機能総括、
経営企画部、新規事業企画室、ＴＱＭ推進室
人事・総務機能秘書室、同広報部、同総務部、
同人事部、同高等学園担当

（欧州事業統括） 常務執行役員 高橋　伴和

▽業務改革推進室担当 （ＢＲ業務改革推進室担当）

常務執行役員、グローバル監査部総括、
財務・ＩＴ機能総括、業務改革推進室、グローバ
ル監査部、財務・IT機能経理部、同情報システム
部担当

牧野　一久

▽環境管理部担当
常務執行役員、生産管理本部生産管理部、
同工作機械・メカトロ生産管理部、
同生産調査部、同物流管理部担当

佐野　眞琴

▽駆動事業本部（本部長）総括、
同駆動システム開発部、同第２駆動技術部、
同ＦＣ部品事業部担当

（自動車部品事業本部第１駆動技術部、
同ＦＣ部品事業部担当）

常務執行役員 松本　巧

▽常務執行役員 （執行役員） ＡＳＥＡＮ事業統括 小西　義和

▽常務執行役員、欧州事業統括
（営業本部営業統括部、同自動車部品営業部、
同北関東支社、同関東支社、同東海支社、同豊田支社、
同大阪支社、同広島支社担当）

伊井　浩

▽常務執行役員、ステアリング事業本部、
同ＰＭ室、同技術企画部、同ステアリングシステ
ム開発部、同第１ステアリングシステム技術部、
同第２ステアリングシステム技術部、
駆動事業本部ＰＭ室、同技術企画部担当

（執行役員、自動車部品事業本部技術企画部、
同システム開発部、同第３電子部品技術部、
同西部テクニカルセンター、同東部テクニカルセン
ター）

松岡　浩史

▽ステアリング事業本部試作部、
駆動事業本部試作部担当

（自動車部品事業本部試作部）

執行役員、軸受事業本部試作部、
生産技術管理本部生産技術管理部、
同生産技術開発部、同工機部、同鋳鍛造生技部、
同熱処理生技部、同ステアリング生産技術部、
同駆動生産技術部担当

竹岡　伸高

▽軸受事業本部設計品質監査・改良室担当

執行役員、軸受事業本部技術企画部、
同軸受技術部、
同軸受ユニット技術部、
同中部テクニカルセンター、
同西部テクニカルセンター、
同東部テクニカルセンター担当

横田　邦彦
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▽工作機械・メカトロ事業本部設計品質監査・改
良室担当、同PJ管理室長

（工作機械・メカトロ事業本部CWG推進室（室長）担
当）

執行役員、輸出管理室、工作機械・メカトロ事業
本部BRギヤスカイビング室、同技術企画部、同工
作機械開発部、同工作機械技術部、同メカトロ制
御技術部担当

岡安　高推

▽ステアリング事業本部設計品質監査・改良室、
同要素開発部、同第1実験解析部、同第2実験解析
部、同中部テクニカルセンター、同西部テクニカ
ルセンター、同東部テクニカルセンター、駆動事
業本部設計品質監査・改良室担当

（自動車部品事業本部要素開発部、同第1実験解析部、
同第2実験解析部、同中部テクニカルセンター担当）

執行役員、技術本部総括、技術本部技術管理部、
同知的財産部、同先行開発センター（センター
長）担当

瀬川　治彦

▽北米事業統括
（自動車部品事業本部PM室、同事業統括部、調達本部BR
室、同調達企画部、同第1調達部、同第2調達部、同設
備・資材調達部担当）

執行役員 山中　浩一

▽ステアリング事業本部奈良工場、同花園工場、
同豊橋工場、駆動事業本部花園工場、同田戸岬工
場、同岡崎工場、同狭山工場担当

（自動車部品事業本部奈良工場、同花園工場、同豊橋工
場、同田戸岬工場、同岡崎工場、同狭山工場担当）

執行役員、安全衛生管理部担当 木村　勉

▽執行役員、駆動事業本部実験解析部、同第1駆動
技術部、同油圧システム技術部担当

（自動車部品事業本部油圧システム技術部長、同第1駆
動技術部長）

中岡　靖統

▽執行役員
（主監、営業本部東日本支社、同中日本支社、同西日本
支社担当、調達本部設備・資材調達部長）

営業本部工作機械・メカトロ営業部、同販売店営
業部、トヨタ営業部、工作機械・メカトロ事業本
部カスタマーサポート部担当

西田　二朗

▽執行役員、軸受事業本部BR軸受改革推進室、同
事業統括部、同ニードル事業開発部担当

軸受事業本部事業統括部長 立石　修治

▽執行役員、品質BR室、品質保証本部（本部
長）、同品質保証部担当

（品質保証本部理事） 富田　尚之

▽執行役員、ステアリング事業本部電子システム
企画部、同電子技術部担当

（自動車部品事業本部第3電子技術部長） 杉山　幸一

▽執行役員、ステアリング事業本部原価管理部、
駆動事業本部原価管理部、軸受事業本部原価管理
部担当

（財務・IT機能経理部理事） 権野　耕生

▽執行役員、ステアリング事業本部事業統括部、
駆動事業本部事業統括部、調達本部BR室、同調達
企画部、同第1調達部、同第2調達部、同設備・資
材調達部担当

（生産管理本部生産管理部長） 岡松　献二

▽執行役員、営業本部自動車部品営業部担当 （自動車部品事業本部PM室長） 藤澤　寛幸

▽執行役員、北米事業統括 （北米拠点執行責任者） Michael Davidson

▽技監 品質保証本部品質保証部長 伏見　信昭

▽主監 （常務執行役員） 中国事業統括 上川　正樹

▽主監、営業本部北関東支社、同関東支社、同東
海支社、同大阪支社、同広島支社担当

（営業本部豊田支社長） 谷元　司

▽主監、営業本部東日本支社、同中日本支社、同
西日本支社担当

営業本部工作機械・メカトロ営業部長 永田　官士
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▽常勤顧問 （特別主監、営業本部（本部長）総括） 鈴木　隆昭

▽顧問 （常務執行役員、アセアン事業統括） 新井　東

▽顧問
（常務執行役員、営業本部軸受営業部、軸受事業本部BR
ニードル事業推進部、同事業統括部担当）

山本　勝巳

▽顧問
（執行役員、自動車部品事業本部第1電子技術部、同第2
電子技術部担当）

森　　豊

▽顧問

（執行役員、品質BR室、品質保証本部（本部長）、同品
質保証部、自動車部品事業本部設計品質監査室、軸受事
業本部設計品質監査室、工作機械・メカトロ事業本部設
計品質監査室担当）

木村　博人

▽顧問
（執行役員、経営企画部、人事・総務機能総括、経営企
画部、TQM推進室、人事・総務機能秘書室、同広報部、
同総務部、同人事部、同高等学園（学園長）担当）

田中　明文

▽顧問
（執行役員、自動車部品事業本部第3実験解析部、同油
圧システム技術部、同第2駆動技術部担当）

酒井　俊文

▽顧問 （技監） 藤井　博

▽顧問 （主監） 多田　愼一

問い合わせ先 ： 広報部

以　　上
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