
会 社 名 日本電産株式会社

代表者名 代表取締役会長兼社長　永守  重信

取 引 所 東証一部（６５９４）

所 在 地 京都市南区久世殿城町３３８

問合せ先 広報宣伝部長　生島　志朗

電　　話 (075) 935－6150（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

   １．人事異動（平成２８年６月８日付）

   　　           （ 新 ）

新事業管理部・技術戦略部・新事業開発部・ 新事業管理部・技術戦略部・新事業開発部・
中央モーター基礎技術研究所・ 中央モーター基礎技術研究所・
生産技術研究所・生産技術センター統轄 生産技術研究所・生産技術センター統轄
知的財産部担当 知的財産部担当
インド日本電産㈱会長 インド日本電産㈱会長
日本電産テクノモータ㈱会長 日本電産テクノモータ㈱会長
日本電産セイミツ㈱会長

（ 旧 ）

   かたやま　みきお

　　代表取締役副会長執行役員 山　幹雄 　　代表取締役副会長執行役員
最高技術責任者 最高技術責任者

記  

下記の通り、人事異動についてお知らせ致します。

平成28年6月17日

　各　位

役員等の異動に関するお知らせ

　　取締役副社長執行役員 　　取締役副社長執行役員
最高財務責任者 最高財務責任者
家電産業事業本部長 家電産業事業本部長
グローバルＰＭＩ推進統轄本部・ グローバルＰＭＩ推進統轄本部・
企業戦略室・関係会社管理部・財務部統轄 企業戦略室・関係会社管理部・財務部統轄
ＣＦＯ戦略部・経理部・ ＣＦＯ戦略部・経理部・
グローバル税務企画部・ＣＳＲ推進室担当 グローバル税務企画部・ＣＳＲ推進室担当
ＣＳＲ委員会委員長 ＣＳＲ委員会委員長
日本電産コパル㈱会長 日本電産コパル㈱会長
日本電産モータホールディングス㈱会長 日本電産セイミツ㈱会長
日本電産ＡＳＩ㈱会長 日本電産モータホールディングス㈱会長
日本電産アメリカ・ホールディング㈱会長 日本電産ＡＳＩ㈱会長
日本電産モータ㈱会長 日本電産アメリカ・ホールディング㈱会長
グリーン・サン保険㈱社長 日本電産モータ㈱会長

グリーン・サン保険㈱社長

   ２．人事異動（平成２８年６月１２日付）

   　　           （ 新 ）

新事業管理部・技術戦略部・新事業開発部・ 新事業管理部・技術戦略部・新事業開発部・
中央モーター基礎技術研究所・ 中央モーター基礎技術研究所・
生産技術研究所・生産技術センター統轄 生産技術研究所・生産技術センター統轄
知的財産部担当 知的財産部担当
インド日本電産㈱会長 インド日本電産㈱会長
日本電産テクノモータ㈱会長 日本電産テクノモータ㈱会長
日本電産コパル㈱会長 日本電産セイミツ㈱会長
日本電産セイミツ㈱会長

最高技術責任者 最高技術責任者

（ 旧 ）

   かたやま　みきお

　　代表取締役副会長執行役員 山　幹雄 　　代表取締役副会長執行役員

佐藤　 明
     さとう　 あきら
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　　取締役副社長執行役員 　　取締役副社長執行役員
最高財務責任者 最高財務責任者
家電産業事業本部長 家電産業事業本部長
グローバルＰＭＩ推進統轄本部・ グローバルＰＭＩ推進統轄本部・
企業戦略室・関係会社管理部・財務部統轄 企業戦略室・関係会社管理部・財務部統轄
ＣＦＯ戦略部・経理部・ ＣＦＯ戦略部・経理部・
グローバル税務企画部・ＣＳＲ推進室担当 グローバル税務企画部・ＣＳＲ推進室担当
ＣＳＲ委員会委員長 ＣＳＲ委員会委員長
日本電産モータホールディングス㈱会長 日本電産コパル㈱会長
日本電産ＡＳＩ㈱会長 日本電産モータホールディングス㈱会長
日本電産アメリカ・ホールディング㈱会長 日本電産ＡＳＩ㈱会長
日本電産モータ㈱会長 日本電産アメリカ・ホールディング㈱会長
グリーン・サン保険㈱社長 日本電産モータ㈱会長

グリーン・サン保険㈱社長

   ３．人事異動（平成２８年６月１７日付）

   　　           （ 新 ）

社長補佐(中央モーター基礎技術研究所・ 新事業管理部・技術戦略部・新事業開発部・
生産技術研究所・生産技術センター) 中央モーター基礎技術研究所・
知的財産部・新事業管理部・技術戦略部・ 生産技術研究所・生産技術センター統轄
新事業開発部担当 知的財産部担当
インド日本電産㈱会長 インド日本電産㈱会長
日本電産テクノモータ㈱会長 日本電産テクノモータ㈱会長
日本電産コパル㈱会長 日本電産コパル㈱会長
日本電産セイミツ㈱会長 日本電産セイミツ㈱会長

　　取締役副社長執行役員 　　取締役副社長執行役員
最高財務責任者 最高財務責任者
社長補佐(グローバルＰＭＩ推進統轄本部・ 家電産業事業本部長
企業戦略室・関係会社管理部・財務部) グローバルＰＭＩ推進統轄本部・

     さとう 　あきら

佐藤　 明

最高技術責任者 最高技術責任者

     さとう 　あきら

佐藤 　明

（ 旧 ）

   かたやま　みきお

　　代表取締役副会長執行役員 山　幹雄 　　代表取締役副会長執行役員

業戦略 関 社管 部 部 轄本部
ＣＦＯ戦略部・経理部・ 企業戦略室・関係会社管理部・財務部統轄
グローバル税務企画部・ＣＳＲ推進室担当 ＣＦＯ戦略部・経理部・
ＣＳＲ委員会委員長 グローバル税務企画部・ＣＳＲ推進室担当
日電産(上海)管理有限公司会長 ＣＳＲ委員会委員長
日本電産アメリカ・ホールディング㈱会長 日本電産モータホールディングス㈱会長
グリーン・サン保険㈱社長 日本電産ＡＳＩ㈱会長

日本電産アメリカ・ホールディング㈱会長
日本電産モータ㈱会長
グリーン・サン保険㈱社長

社長補佐(ＦＤＢＭ事業本部・ ＦＤＢＭ事業本部・汎用モータ事業本部統轄
汎用モータ事業本部) 汎用モータ事業本部長
汎用モータ事業本部長 日本電産(浙江)有限公司会長
日本電産(浙江)有限公司会長 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スービック㈱会長

社長補佐(家電産業事業本部・車載事業本部)
家電産業事業本部長

日本電産ＡＳＩ㈱会長
日本電産モータ㈱会長

　　専務執行役員 　　取締役専務執行役員
コンプライアンス室・法務部・ コンプライアンス室・法務部・

安全保障貿易管理委員会委員長 安全保障貿易管理委員会委員長

経営管理監査部・経営企画部・ 経営管理監査部・経営企画部・
海外事業管理部担当 海外事業管理部担当

    はまだ 　ただあき

浜田　忠章

人事部・人材開発部統轄 人事部・人材開発部統轄

　　取締役副社長執行役員

   おおにし　てつお

　　副社長執行役員 大西　徹夫 　　顧問

日本電産モータホールディングス㈱会長

 みやべ　 としひこ

　　取締役副社長執行役員 宮部　俊彦
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　　専務執行役員 　　取締役専務執行役員
グローバルＰＭＩ推進統轄本部長 グローバルＰＭＩ推進統轄本部長
日本電産ヨーロッパ㈱会長 日本電産ヨーロッパ㈱会長
日本電産アメリカ・ホールディング㈱社長 日電産(上海)管理有限公司会長

日本電産アメリカ・ホールディング㈱社長

 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轄部担当
欧州日本電産会長(最高経営責任者) 欧州日本電産会長(最高経営責任者)
日本電産(大連)有限公司会長 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(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 日本電産自動車モータ・アメリカ合同会社会長

グローバル購買統轄本部長 グローバル購買統轄本部長

ＦＤＢＭ事業本部長 兼 生産統轄部長 ＦＤＢＭ事業本部長 兼 生産統轄部長
タイ日本電産㈱会長 タイ日本電産㈱会長
エス・シー・ワドー㈱会長 エス・シー・ワドー㈱会長
日本電産コンポーネントテクノロジー㈱会長 日本電産コンポーネントテクノロジー㈱会長
フィリピン日本電産精密㈱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 日本電産(浙江)有限公司副会長
日本電産(浙江)有限公司副会長 フィリピン日本電産㈱副会長

フィリピン日本電産スービック㈱副会長

中華圏営業部門統轄 中華圏営業部門統轄
日電産(上海)国際貿易有限公司会長 日電産(上海)国際貿易有限公司会長

    か  い  てるゆき

　　執行役員 甲斐　照幸 　　執行役員

　　常務執行役員 丹保　邦康 　　常務執行役員

   はやふね　かずや

　　専務執行役員 早舩　一弥 　　取締役専務執行役員
車載事業本部長 兼 生産統轄部長 車載事業本部長 兼 生産統轄部長

おおたに　としあき

　　専務執行役員 大谷　俊明 　　取締役専務執行役員

 たんぽ　 くにやす

   よしまつ　 ますお

吉松　加雄

日本電産凱宇汽車電器(江蘇)有限公司会長 日本電産凱宇汽車電器(江蘇)有限公司会長
日本電産(香港)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

　　執行役員 　　常務執行役員
特別プロジェクト担当 新事業管理部・技術戦略部・

新事業開発部担当

　　顧問 　　顧問
汎用モータ事業本部 汎用モータ事業本部
事業企画室長 事業企画室長

日本電産(香港)有限公司会長

中華圏営業部門副統轄 中華圏営業部門副統轄
日電産貿易(深セン)有限公司社長 日電産貿易(深セン)有限公司会長兼社長
日本電産(新界)有限公司会長 日電産貿易(北京)有限公司会長
日本電産(香港)有限公司社長 日本電産(新界)有限公司会長

日本電産(香港)有限公司社長

　　以　　上

きくおか　 みのる

菊岡　 稔

    たかお 　 まさし

高尾　征志

 たかまつ　 だいしろう

髙松　大至朗
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