メディア各位
平成30年2月28日

FDK株式会社（証券コード：６９５５）
問い合わせ先：総務人事統括部 ＣＳＲ・広報ＩＲ室

熊谷（くまがい）・芥川（あくたがわ）・原田（はらだ） 電話０３－５７１５－７４０２

発令日：3月1日
新

職

兼営業本部長
兼執行役員副社長
兼コーポレート本部長
兼コーポレート本部ビジネス推進統括部長
兼コーポレート本部ビジネス推進統括部経営企画室長
兼コンポーネント・モジュール事業本部長
兼営業本部長代理
執行役員常務
兼プロダクト事業本部長
兼プロダクト事業本部ニッケル水素電池事業部長
兼高崎工場長
執行役員常務
兼基盤技術・ＱＡ本部長
兼基盤技術・ＱＡ本部品質保証統括部長
兼湖西工場長
兼プロダクト事業本部Ｏｎｅ ＦＤＫビジネス開発統括部長
兼プロダクト事業本部システムビジネス事業部長
兼営業本部長代理
兼営業本部第一営業統括部長
兼営業本部第二営業統括部長
兼営業本部第二営業統括部海外営業部長
兼コーポレート本部ＣＳＲ・コンプライアンス統括部長
兼コーポレート本部ＣＳＲ・コンプライアンス統括部総務人事部長
執行役員
兼プロダクト事業本部アルカリ電池事業部長
兼鷲津工場長
営業本部第一営業統括部長代理
兼営業本部第一営業統括部業務部長
営業本部第一営業統括部第一営業部長
営業本部第一営業統括部第一営業部長代理
営業本部第一営業統括部第二営業部長
営業本部第一営業統括部第三営業部長
営業本部第一営業統括部第四営業部長
営業本部第一営業統括部西部営業部長
営業本部第一営業統括部中部営業部長

旧

職

継 続 職

氏

名

代表取締役社長

大橋 洋一

執行役員専務

取締役

川﨑 健司

経営企画室長

取締役
執行役員常務

木下 高志
石郷岡 一男

執行役員
兼電池事業本部副本部長
兼電池事業本部ニッケル水素電池事業部長

池田 憲俊

執行役員
兼電池事業本部リチウム電池事業部長

庄瀬 知行

システム電池事業部長

執行役員

田所 幹朗

第一営業本部長

執行役員

古瀬 彰宏

執行役員

岡本 裕之

執行役員

平野 芳晴

マーケティング本部長
兼第二営業本部グローバルリテール営業部長
兼総務人事統括部長
兼総務人事統括部総務人事部長
FDK AMERICA, INC.取締役社長

下園 浩史

PT FDK INDONESIA代表取締役社長

第一営業本部第一営業部長
第一営業本部第一営業部長代理
第一営業本部第二営業部長
第一営業本部第三営業部長
第一営業本部第四営業部長
第一営業本部西部営業部長
第一営業本部中部営業部長
電池事業本部ニッケル水素電池事業部ビジネス開発統括部長
営業本部第二営業統括部長代理
兼マーケティング本部企画部長代理
営業本部第二営業統括部長代理
第二営業本部副本部長
兼営業本部第二営業統括部国内営業部長
兼第二営業本部Ｂ２Ｃビジネス推進室長
営業本部第二営業統括部ＢｔｏＣビジネス推進室長
第二営業本部Ｂ２Ｃビジネス推進室担当幹部社員
マーケティング本部長代理
営業本部第二営業統括部マーケティング戦略室長
兼マーケティング本部マーケティング部長
兼マーケティング本部企画部長
プロダクト事業本部システムビジネス事業部システム開発部長
システム電池事業部システム開発部長
兼プロダクト事業本部システムビジネス事業部ビジネス開発部長
システム電池事業部ビジネス推進部長
兼プロダクト事業本部システムビジネス事業部品質保証部長
兼システム電池事業部品質保証部長
プロダクト事業本部ニッケル水素電池事業部企画戦略部長
電池事業本部ニッケル水素電池事業部企画戦略部長
電池事業本部ニッケル水素電池事業部事業管理統括部事業管理部
プロダクト事業本部ニッケル水素電池事業部事業管理部長
長
プロダクト事業本部ニッケル水素電池事業部ＳＣＭ部長
電池事業本部ニッケル水素電池事業部事業管理統括部ＳＣＭ部長
プロダクト事業本部ニッケル水素電池事業部資材部長
電池事業本部ニッケル水素電池事業部事業管理統括部資材部長
電池事業本部ニッケル水素電池事業部品質保証部長
兼プロダクト事業本部ニッケル水素電池事業部品質保証部長
兼システム電池事業部品質保証部長代理
プロダクト事業本部ニッケル水素電池事業部技術部長
電池事業本部ニッケル水素電池事業部技術統括部技術部長
電池事業本部ニッケル水素電池事業部技術統括部長代理
プロダクト事業本部ニッケル水素電池事業部応用技術開発部長
兼電池事業本部ニッケル水素電池事業部技術統括部応用技術開発
部長
電池事業本部ニッケル水素電池事業部ビジネス開発統括部マーケ
プロダクト事業本部ニッケル水素電池事業部マーケティング技術部長
ティング技術部長
電池事業本部ニッケル水素電池事業部ビジネス開発統括部長代理
兼プロダクト事業本部ニッケル水素電池事業部カスタマー技術部長 兼電池事業本部ニッケル水素電池事業部ビジネス開発統括部カスタ
マー技術部長
プロダクト事業本部ニッケル水素電池事業部製造部長
電池事業本部ニッケル水素電池事業部製造統括部長
プロダクト事業本部アルカリ電池事業部長代理
監査等委員会室長
兼プロダクト事業本部アルカリ電池事業部事業管理部長
プロダクト事業本部アルカリ電池事業部事業管理部長代理
電池事業本部アルカリ電池事業部事業管理統括部事業管理部長
プロダクト事業本部アルカリ電池事業部ＳＣＭ部長
電池事業本部アルカリ電池事業部事業管理統括部ＳＣＭ部長
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曾原 篤
鈴木 好博
柴田 真好
中島 道嗣
吉崎 幸夫
田中 陽介
伊興田 宏之
橘 公司
寺岡 浩仁
高橋 洋人
伊藤 正二
及川 輝彦
福田 博
市川 智徳
内藤 伸一
板谷 佳幸
藤原 秀明
渡辺 嘉明
大久保 雅浩
井本 輝彦
矢野 尊之
武野 和太
鈴木 博士
泉 芳和
足立 昌彦
成重 靖浩
岩瀬 賢二
中田 裕之

FDK株式会社（証券コード：６９５５）

平成30年2月28日

問い合わせ先：総務人事統括部 ＣＳＲ・広報ＩＲ室

熊谷（くまがい）・芥川（あくたがわ）・原田（はらだ） 電話０３－５７１５－７４０２

発令日：3月1日
新

職

旧

職

電池事業本部アルカリ電池事業部事業管理統括部長代理
兼電池事業本部アルカリ電池事業部事業管理統括部購買部長
兼プロダクト事業本部アルカリ電池事業部品質保証部長
電池事業本部アルカリ電池事業部アルカリ電池製造部長代理
電池事業本部アルカリ電池事業部副事業部長
兼プロダクト事業本部アルカリ電池事業部技術部長
兼電池事業本部アルカリ電池事業部品質保証部長
電池事業本部アルカリ電池事業部副事業部長
兼プロダクト事業本部アルカリ電池事業部製造技術部長
兼電池事業本部アルカリ電池事業部アルカリ電池製造部長
プロダクト事業本部アルカリ電池事業部アルカリ電池製造部長
ものづくり支援室長
電池事業本部リチウム電池事業部製造統括部長
兼電池事業本部リチウム電池事業部生産技術統括部長代理
プロダクト事業本部リチウム電池事業部長
兼電池事業本部リチウム電池事業部生産技術統括部生産プロセス
兼鳥取工場長
改革部長
兼電池事業本部リチウム電池事業部製造統括部鷲津電池製造部長
電池事業本部リチウム電池事業部ＳＣＭ統括部ＳＣＭ部長
プロダクト事業本部リチウム電池事業部企画戦略部長
兼プロダクト事業本部リチウム電池事業部ＢＰＯ・ＶＥ推進プロジェクト 兼電池事業本部リチウム電池事業部ＢＰＯ・ＶＥ推進プロジェクトリー
ダー
リーダー
プロダクト事業本部リチウム電池事業部企画戦略部長代理
電池事業本部リチウム電池事業部企画戦略統括部企画戦略部長
プロダクト事業本部リチウム電池事業部ＳＣＭ部長
電池事業本部リチウム電池事業部ＳＣＭ統括部長
プロダクト事業本部リチウム電池事業部ＳＣＭ部長代理
業務統括部業務部長代理
プロダクト事業本部リチウム電池事業部カドニカ推進部長
電池事業本部リチウム電池事業部ＳＣＭ統括部カドニカ推進部長
兼プロダクト事業本部リチウム電池事業部品質保証部長
電池事業本部リチウム電池事業部品質保証部長
プロダクト事業本部リチウム電池事業部品質保証部長代理
電池事業本部リチウム電池事業部品質保証部長代理
電池事業本部リチウム電池事業部技術統括部長
プロダクト事業本部リチウム電池事業部技術開発部長
兼電池事業本部リチウム電池事業部技術統括部技術開発部長
電池事業本部リチウム電池事業部技術統括部技術開発部セル技術
プロダクト事業本部リチウム電池事業部技術開発部長代理
三課長
兼プロダクト事業本部リチウム電池事業部ビジネス開発部長
電池事業本部リチウム電池事業部技術統括部ビジネス開発部長
プロダクト事業本部リチウム電池事業部生産技術部長
電池事業本部リチウム電池事業部生産技術統括部生産技術部長
プロダクト事業本部リチウム電池事業部製造部長
電池事業本部リチウム電池事業部製造統括部製造部長
電池事業本部リチウム電池事業部製造統括部鷲津電池製造部長代
プロダクト事業本部リチウム電池事業部鷲津電池製造部長
理
プロダクト事業本部事業推進室長
電池事業本部ニッケル水素電池事業部事業管理統括部長
生産技術統括部長
プロダクト事業本部生産技術・ものづくり革新部長
兼電池事業本部リチウム電池事業部生産技術統括部長
兼生産技術統括部生産プロセス改革室長
兼コンポーネント・モジュール事業本部ビジネス開発部長
電子事業本部ビジネス開発部長
コンポーネント・モジュール事業本部事業管理部長
電子事業本部事業管理部長
コンポーネント・モジュール事業本部コンポーネント事業部長
電子事業本部コンポーネント事業部長
兼コンポーネント・モジュール事業本部コンポーネント事業部ＦＥ・ＣＤ
兼電子事業本部コンポーネント事業部ＦＥ・ＣＤグループリーダー
部長
コンポーネント・モジュール事業本部積層部品部長
電子事業本部コンポーネント事業部積層グループリーダー
コンポーネント・モジュール事業本部トナー部長
電子事業本部コンポーネント事業部トナーグループリーダー
コンポーネント・モジュール事業本部コンポーネント製造部長
電子事業本部コンポーネント事業部コンポーネント製造部長
コンポーネント・モジュール事業本部モジュール事業部長
電子事業本部モジュール事業部長
兼コンポーネント・モジュール事業本部モジュール事業部ファンクショ
兼電子事業本部モジュール事業部ＦＭグループリーダー
ンモジュール部長
コンポーネント・モジュール事業本部モジュール事業部パワーエレクト
電子事業本部モジュール事業部ＰＥグループリーダー
ロニクス部長
コンポーネント・モジュール事業本部モジュール事業部共通技術部
電子事業本部モジュール事業部共通技術グループリーダー
長
コンポーネント・モジュール事業本部モジュール事業部モジュール製
電子事業本部モジュール事業部モジュール製造部長
造部長
コンポーネント・モジュール事業本部モジュール事業部ＣＳセンター
電子事業本部モジュール事業部ＣＳセンター長
長
電池事業本部ニッケル水素電池事業部副事業部長
基盤技術・ＱＡ本部基盤技術統括部長
兼電池事業本部電池技術開発室長
兼プロダクト本部ニッケル水素電池事業部長代理
兼電池事業本部ニッケル水素電池事業部技術統括部長
基盤技術・ＱＡ本部基盤技術統括部長代理
技術開発統括部長
基盤技術・ＱＡ本部基盤技術統括部ＣＡＥ開発部長
技術開発統括部ＣＡＥ開発室長
基盤技術・ＱＡ本部基盤技術統括部材料・プロセス開発部長
技術開発統括部材料・プロセス開発部長
基盤技術・ＱＡ本部基盤技術統括部知財部長
技術開発統括部知的財産部長
基盤技術・ＱＡ本部電池技術開発部長
電池事業本部電池技術開発室長代理
基盤技術・ＱＡ本部品質保証統括部長代理
品質保証統括部長
兼基盤技術・ＱＡ本部品質保証統括部品質保証部長
兼品質保証統括部電池品質保証部長
品質保証統括部長代理
基盤技術・ＱＡ本部品質保証統括部品質保証部長代理
兼電子事業本部品質管理部長
兼コンポーネント・モジュール事業本部品質管理部長
兼品質保証統括部電子品質保証部長
総務人事統括部長代理
コーポレート本部ＣＳＲ・コンプライアンス統括部長代理
兼総務人事統括部ＣＳＲ・広報ＩＲ室長
コーポレート本部ＣＳＲ・コンプライアンス統括部法務部長
法務部長
プロダクト事業本部アルカリ電池事業部購買部長
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継 続 職

氏

名

佐藤 裕文
鈴木 進文
村上 秀二
小川 裕之
倉田 博彦
横山 淳一

浜崎 恵
西山
上田
谷掛
山根
大西
近藤

祥一
正雪
啓善
克巳
和彦
正雄

成瀬 悟
西口 信博
米澤
高倉
竹田
荒栄
戸村

正彦
信幸
幸美
修一
浩三

刑部 猛
安間 康浩
山中 勇
鈴木 茂徳
矢部 哲司
夏目 和夫
安部 龍義
岩本 利一
上野 靖典
木田 真吾
阿部 真久
栗田 祐一
柳川 浩章
加藤
北岡
山本
梅澤
安岡

彰彦
幹雄
慶太
浩光
茂和

山下 勝博
原口 和行
熊谷 俊二
坂本 英郎

FDK株式会社（証券コード：６９５５）

平成30年2月28日

問い合わせ先：総務人事統括部 ＣＳＲ・広報ＩＲ室

熊谷（くまがい）・芥川（あくたがわ）・原田（はらだ） 電話０３－５７１５－７４０２

発令日：3月1日
新

職

兼コーポレート本部ＣＳＲ・コンプライアンス統括部ダイバーシティ推
進室長
兼鳥取工場総務部長
コーポレート本部ビジネス推進統括部長代理
兼コーポレート本部ビジネス推進統括部ＳＣＭ部長
コーポレート本部ビジネス推進統括部財務経理部長
コーポレート本部ビジネス推進統括部財務経理部長代理
兼湖西工場総務部長
兼山陽工場長
兼山陽工場総務部長
兼鷲津工場総務部長
兼高崎工場総務部長

旧

職

電池事業本部リチウム電池事業部総務部長
兼ダイバーシティ推進室長
特命顧問

継 続 職

氏

名

野澤 操
辻井 浩二

財務経理部長
財務経理部長代理
総務人事統括部総務人事部担当幹部社員

持田 健二
竹田 貢
与小田 泰宏

電子事業本部事業管理部担当幹部社員

藤井 厚雄

電池事業本部アルカリ電池事業部総務部長
電池事業本部ニッケル水素電池事業部総務部長

近藤 正明
黒澤 春義

機構改革
●営業本部
①マーケティング本部、第一営業本部、第二営業本部、業務統括部を営業本部に再編し、第一営業統括部、第二営業統括部を設置する。
・第一営業統括部に第一営業部、第二営業部、第三営業部、第四営業部、西部営業部、中部営業部、業務部を設置する。
・第二営業統括部に国内営業部、海外営業部、ＢｔｏＣビジネス推進室、マーケティング戦略室を設置する。
●プロダクト事業本部
①システム電池事業部、電池事業本部、生産技術統括部、ものづくり支援室をプロダクト事業本部に再編し、Ｏｎｅ ＦＤＫビジネス開発統括部、システムビジネス事業部、ニッケル水素電池事業部、アルカリ電池事業部、
リチウム電池事業部、事業推進室、生産技術・ものづくり革新部を設置する。
・システムビジネス事業部にシステム開発部、ビジネス開発部、品質保証部を設置する。
・ニッケル水素電池事業部に、企画戦略部、事業管理部、ＳＣＭ部、資材部、品質保証部、技術部、応用技術開発部、マーケティング技術部、カスタマー技術部、製造部を設置する。
・アルカリ電池事業部に、事業管理部、ＳＣＭ部、購買部、品質保証部、技術部、製造技術部、アルカリ電池製造部を設置する。
・リチウム電池事業部に、企画戦略部、ＳＣＭ部、カドニカ推進部、品質保証部、技術開発部、ビジネス開発部、生産技術部、製造部、鷲津電池製造部、ＢＰＯ・ＶＥ推進プロジェクトを設置する。
●コンポーネント・モジュール事業本部
①電子事業本部をコンポーネント・モジュール事業本部に再編し、ビジネス開発部、品質管理部、事業管理部、コンポーネント事業部、モジュール事業部を設置する。
・コンポーネント事業部にＦＥ・ＣＤ部、積層部品部、トナー部、コンポーネント製造部を設置する。
・モジュール事業部にパワーエレクトロニクス部、ファンクションモジュール部、共通技術部、モジュール製造部、ＣＳセンターを設置する。
●基盤技術・ＱＡ本部
①技術開発統括部、品質保証統括部を基盤技術・ＱＡ本部に再編し、基盤技術統括部、品質保証統括部を設置する。
・基盤技術統括部にＣＡＥ開発部、材料・プロセス開発部、知財部、電池技術開発部を設置する。
・品質保証統括部に品質保証部を設置する。
●コーポレート本部
①経営企画室、総務人事統括部、ダイバーシティ推進室、財務経理部、法務部、情報システム部、購買統括部、物流部をコーポレート本部に再編し、ＣＳＲ・コンプライアンス統括部、ビジネス推進統括部を設置する。
・ＣＳＲ・コンプライアンス統括部に総務人事部、法務部、ダイバーシティ推進室を設置する。
・ビジネス推進統括部に経営企画室、財務経理部、ＳＣＭ部を設置する。
・湖西工場、山陽工場、鷲津工場、高崎工場、鳥取工場に総務部を設置する。
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