
各　　位
２０１７年３月２０日
日本精機株式会社

事業企画部
シニアマネジャー

鳥越　雅司
下記の通り組織変更・人事異動をお知らせ致します。

－　記　－

１．組織変更　（４月１日付）
　ＮＥＭＳ（※）ビジネスの新展開とグローバル化を実現すべく、　組織／体制の構造改革を行い、
事業軸明確化による事業付加価値拡大と機能軸での横断的なグループ連携を強化する。　（※NEMS=日本精機型EMS)

◇ 営業本部の改称と改組

　主軸ビジネスの車載計器事業について、事業付加価値の継続的拡大を図ることを狙いとして、営業/設計の機能連携により
事業を牽引すべく、営業本部を「計器営業本部」と改称するとともに、再編する。
　計器営業本部は、四輪用計器事業を担当する「第１営業統括部」と、二輪/汎用計器事業を担当する「第２営業統括部」、
事業としての収支管理機能を加えた「営業管理部」、更に、コクピットの進化を見据えた新領域での事業展開を図るため
「営業技術部」を新設し、２統括部、２部門により構成する。「第２営業統括部」は、「第４営業部」と「第５営業部」を機能統合し、
「第４営業部」とする。

（旧） （新）

◇ 計器設計本部の改称と改組

　技術本部から「技術管理部」の機能を、「品質保証本部」から「量産推進部」の機能を取り込み「技術管理部」として移設し、
設計から量産準備までのプロセスを清流化することにより、ものづくり機能とのスムーズな連携を図る。

（旧） （新）

◇ EMS・コンポーネント本部の新設

　NEMSビジネスの新展開を具現化するため、「コンポーネント事業部」の営業/設計/商品開発機能を強化した
「EMS・コンポーネント本部」を創設する。
　「第３営業統括部」は、「計器営業本部」の「第１営業統括部」、「第２営業統括部」に次ぐ、第３のビジネスユニットの位置付けとし、
EMS・コンポーネント本部全体の事業推進を行う　「事業推進部」と商品カテゴリー別に横断的な拡販展開を行う
「EMS・コンポーネント営業部」、及び、フレキシブルな生産対応を行う「生産推進部」の３部門により構成する。
　「技術統括部」は、設計企画から量産設計までを一気通貫で行う「EMS・コンポーネント技術部」と既存の商材に捉われない、
NEMSビジネス創出の開発を担う「開発技術部」により構成する。

（旧） （新）
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◇ 技術本部の改組

　「技術管理部」の「計器設計本部」への移設を受けて、「開発統括部」と　「技術管理統括部」を「開発統括部」に統合し、
グループ横断的に環境変化を捉えた事業開発を推進する。
　「開発統括部」は、機能役割を整理し、将来の要素技術開発を担う「第１開発部」、具体的な受注につなげるための
技術開発/プラットフォーム開発を担う「第２開発部」、市場拡大が見込まれるセンサの開発を担う「センサ技術部」、「実験部」、
及び、　「知的財産部」の５部門により構成する

（旧） （新）

◇ ものづくり本部の改組

　「ものづくり本部」は、ディスプレイ製品の製造及びその生産技術機能、及び、試作機能を取り込み、ＮＳグループ横断的に
ものづくり競争力向上を図る。
　「生産統括部」は、試作機能を取り込んだ「生産技術部」、ディスプレイの設計/技術を取り込んだ「実装技術部」、
「生産性改革推進部」、「生産管理部」、「JD技術部」に加え、事業横断的なものづくりの設備技術競争力強化を図るため、
「設備技術部」を新設し、６部門により構成する。
　「長岡工場」は、ディスプレイ製造機能を取り込み「ディスプレイ製造部」とし、加工から組立までのものづくり競争力を強化する。

（旧） （新）

◇ 品質保証本部の改組

　広範にわたる品質保証の仕組みを統合的に構築/運用するため、「品質保証統括部」を新設する。
　「品質保証統括部」は、新機種の立ち上げ品質を保証する「第１品質保証部」、車載計器の量産/市場品質を確保する
「第２品質保証部」、EMS・コンポーネント製品の量産/市場品質を確保する「第３品質保証部」、ソフト設計品質を保証する
「第４品質保証部」の４部門により構成し、事業横断的な品質保証の枠組みを構築する。

（旧） （新）

◇ 購買本部の改組

　「調達部」を新設し､グループ全体の更なる最適調達とBCP管理を強化する事で､安定調達力の強化を図る。
また、「購買品質部」を新設し、品質保証本部と連携し取引先の品質維持､向上を図る。

（旧） （新）
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◇ 事業管理本部の改組

　グループ全体の事業運営/管理を機能/会社を越えて担う「事業統括部」と新設する財務・経理機能強化、IT戦略の立案/実施を
担う「財務統括部」の２統括部で構成する。
　「事業統括部」は「車販売事業推進部」の機能、及び、サービス関連事業の横断的管理機能を取り込み、「サービス・ディーラー事業部」
を新設し、「事業企画部」との２部で構成する。
　「財務統括部」は「財務部」、「経理部」、及び、「システム企画部」の３部で構成する。
　また、ガバナンスの公平性/中立性を保つため、「人事統括部」を本部に帰属しない独立の組織体制とし、「人事・総務部」、「法務部」
により構成する。

（旧） （新）
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　取締役の管掌・担当変更（４月１日付）

    高 田  博 俊 新役職： 取締役副会長 副会長執行役員 社長補佐

現役職： 取締役副会長 副会長執行役員 社長補佐、営業

    大 川  信 新役職： 取締役 専務執行役員 

ＥＭＳ・コンポーネント本部・購買本部管掌

地域担当：日本

現役職： 取締役 専務執行役員 

品質保証本部・コンポーネント事業部・購買本部・事業管理本部管掌

地域担当：日本

    佐 藤  浩 一 新役職： 取締役 専務執行役員 兼 技術本部長

計器営業本部・計器設計本部管掌

地域担当：北中米

現役職： 取締役 専務執行役員 

営業本部・計器設計本部・技術本部・ものづくり本部管掌

地域担当：北中米

    鈴 木  淳 一 新役職： 取締役 常務執行役員 計器営業本部長

地域担当：アセアン

現役職： 取締役 常務執行役員 営業本部長

地域担当：アセアン

　執行役員の昇任及び担当変更（４月１日付）

    市 橋  利 晃 新役職： 専務執行役員 品質保証本部長 兼 品質保証統括部長

現役職： 常務執行役員 技術本部長 兼 技術管理統括部長

　執行役員の担当変更（４月１日付）

    松 井  輝 幸 新役職： 常務執行役員 事業管理本部長 兼 事業統括部長

地域担当：南米/欧州/インド

現役職： 常務執行役員 事業管理本部長

地域担当：南米/欧州/インド

２．人事異動



    遠 藤  純 一 新役職： 上席執行役員 人事統括部長

現役職： 上席執行役員 事業管理本部 管理統括部長 兼 人事・総務部長

    大 滝  春 彦 新役職： 社長付 上席執行役員

現役職： 上席執行役員 購買本部長

    坂 井  智 浩 新役職： 執行役員 計器営業本部副本部長 兼 第２営業統括部長

現役職： 執行役員 品質保証本部長

    野 々 村  均 新役職： 執行役員 ＥＭＳ・コンポーネント本部長

現役職： 執行役員 営業本部 第１営業統括部副統括長

    大 崎  裕 二 新役職： 執行役員 購買本部長

現役職： 執行役員 営業本部 第１営業統括部長

    野 崎  哲 郎 新役職： 執行役員 計器営業本部 第１営業統括部長

現役職： 執行役員 営業本部 第１営業統括部副統括部長

    増 間  勝 則 新役職： 執行役員 計器設計本部 計器管理統括部長 兼 設計管理部長

現役職： 執行役員 計器設計本部 計器管理統括部長 兼 収支管理部長

    嘉 代  浩 一 新役職： 執行役員 ＥＭＳ・コンポーネント本部 第３営業統括部長 兼 生産推進部長 

現役職： 執行役員 コンポーネント事業部長 兼 コンポーネント技術部長

兼 ディスプレイ技術部長

    沼 屋  宏 康 新役職： 執行役員 ＥＭＳ・コンポーネント本部 技術統括部長 兼 開発技術部長 

現役職： 執行役員 技術本部 開発統括部長 兼 事業開発部長

兼 Ｒ＆Ｄ業務管理マネジャー

    渡 辺  桂 三 新役職： 執行役員 事業管理本部 財務統括部長 兼 システム企画部長

現役職： 執行役員 事業管理本部 事業統括部長 兼 システム企画部長

    坂 詰  政 美 新役職： 執行役員 ものづくり本部 生産統括部副統括部長

現役職： コンポーネント事業部長付 執行役員（製造担当）



　執行役員の任命・職位変更（４月１日付）

    浅 井  智 新役職： 執行役員 計器営業本部 第１営業統括部副統括部長 兼 営業技術部長

現役職： 技術本部 開発統括部 技術開発部シニアマネジャー

　執行役員の担当変更（５月１日付）

    松 井  輝 幸 新役職： 常務執行役員 事業管理本部長

地域担当：南米/欧州/インド

現役職： 常務執行役員 事業管理本部長 兼 事業統括部長

地域担当：南米/欧州/インド

    武 藤  清 和 新役職： 執行役員 事業管理本部 事業統括部長

現役職： 執行役員 Nippon Seiki Do Brasil Ltda. 社長

　執行役員の担当変更（６月１日付）

    武 藤  清 和 新役職： 執行役員 事業管理本部 事業統括部長 兼 事業企画部長

現役職： 執行役員 事業管理本部 事業統括部長



発令日 本　　　　　務 役　　　職 出向/兼務情報 氏    名

4月1日
新職 ものづくり本部 生産統括部 JD技術部 副部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ)

橘　和裕

現職 ものづくり本部 生産統括部 JD技術部 金型管理 ﾏﾈｼﾞｬｰ

4月1日
新職 ものづくり本部 生産統括部 設備技術部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ 設備技術2ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

藤井　克昌

現職 ものづくり本部 生産統括部 生産技術部付 ﾍｯﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱ

4月1日
新職 ものづくり本部 長岡工場 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ製造部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ製造技術ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

小林　郁夫

現職 ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ事業部 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ製造部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ 製造2ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

4月1日
新職 品質保証本部 品質保証統括部 第1品質保証部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ 新機種1ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

早川　勉

現職 計器設計本部 計器設計統括部 外装設計部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

4月1日
新職 品質保証本部 品質保証統括部 第2品質保証部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行

遠藤　直紀

現職 品質保証本部 第1品質保証部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行

4月1日
新職 品質保証本部 品質保証統括部 第3品質保証部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行

雪松　優広

現職 品質保証本部 量産推進部 新機種1 ﾏﾈｼﾞｬｰ

4月1日
新職 品質保証本部 品質保証統括部 第4品質保証部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

三冨　堅太郎

現職 品質保証本部 ｿﾌﾄｳｴｱ品質保証部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

4月1日
新職 技術本部 開発統括部 統括部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ)

永野　恵一

現職 事業管理本部 管理統括部 人事･総務部 海外出向 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ Nippon Seiki (Europe) B.V. 出向

4月1日
新職 技術本部 開発統括部 第1開発部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行

竹部　実

現職 技術本部 開発統括部 事業開発部 開発4 ﾏﾈｼﾞｬｰ

4月1日
新職 技術本部 開発統括部 第2開発部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行 R&D業務管理ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

渡辺　芳樹

現職 技術本部 開発統括部 開発部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行 開発2ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

4月1日
新職 技術本部 開発統括部 ｾﾝｻ技術部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

近藤　敦史

現職 技術本部 開発統括部 ｾﾝｻ･機構技術部 ｾﾝｻ･機構技術3 ﾏﾈｼﾞｬｰ

4月1日
新職 購買本部 購買品質部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行

割田　晋

現職 事業管理本部 事業統括部 事業企画部 事業企画 ﾏﾈｼﾞｬｰ

4月1日
新職 購買本部 調達部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ 資材調達ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

関口　忍

現職 購買本部 購買部 資材調達 ﾏﾈｼﾞｬｰ

4月1日
新職 計器営業本部 第1営業統括部 第2営業部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ 東京営業所ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

坂井　貢

現職 営業本部 第1営業統括部 第2営業部 副部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ) 東京営業所ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

4月1日
新職 計器営業本部 第1営業統括部 第2営業部 副部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行)

棚橋　延公

現職 営業本部 第1営業統括部 第2営業部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行
名古屋営業所ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務
大阪営業所ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

4月1日
新職 計器営業本部 第1営業統括部 第2営業部 副部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行)

名古屋営業所ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務
大阪営業所ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務 島　治

現職 営業本部 第2営業統括部 第5営業部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行
東京営業所ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務
大阪営業所ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

4月1日
新職 計器営業本部 営業管理部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行

海外推進ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務
収支管理ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務 刈谷　俊介

現職 営業本部 営業管理部 副部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行)

4月1日
新職 EMS･ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ本部 第3営業統括部 副統括部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ) EMS･ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ営業部ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

永井　重宏

現職 ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ事業部 副事業部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ) ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ事業推進部ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

4月1日
新職 EMS･ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ本部 第3営業統括部 事業推進部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

永井　亮

現職 ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ事業部 ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ事業推進部 副部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ) 事業管理ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務



発令日 本　　　　　務 役　　　職 出向/兼務情報 氏    名

4月1日
新職 EMS･ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ本部 技術統括部 EMS･ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ技術部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行

小出　茂樹

現職 技術本部 開発統括部 ｾﾝｻ･機構技術部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行

4月1日
新職 EMS･ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ本部 技術統括部 開発技術部 副部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ)

椛沢　久史

現職 ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ事業部 ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ営業部 副部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ)

4月1日
新職 計器設計本部 計器設計統括部 副統括部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ) ｿﾌﾄｳｴｱ設計部ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

栗原　一真

現職 計器設計本部 計器設計統括部 ｿﾌﾄｳｴｱ設計部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

4月1日
新職 計器設計本部 計器設計統括部 外装設計部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

阿部　善彦

現職 計器設計本部 計器設計統括部 HUD設計部 HUD設計1 ﾏﾈｼﾞｬｰ

4月1日
新職 計器設計本部 計器設計統括部 外装設計部 副部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ)

海発　和行

現職 計器設計本部 計器設計統括部 外装設計部 外装設計2 ﾏﾈｼﾞｬｰ

4月1日
新職 計器設計本部 計器設計統括部 回路設計部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

角田　憲寿

現職 計器設計本部 計器設計統括部 回路設計部 回路設計2 ﾏﾈｼﾞｬｰ

4月1日
新職 人事統括部 人事･総務部 国内出向 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ NSｳｴｽﾄ株式会社 出向

知野　哲也

現職 計器設計本部 計器設計統括部 東京ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ ｿﾌﾄｳｴｱAP設計3 ﾏﾈｼﾞｬｰ

4月1日
新職 人事統括部 人事･総務部 海外出向 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

Nippon Seiki Do Brasil Ltda. 出向
社長就任予定 酒井　勝二

現職 品質保証本部 量産推進部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ

4月8日
新職 人事統括部 人事･総務部 海外出向 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行

日精儀器科技(上海)有限公司 出向
総経理就任予定 棚橋　延公

現職 計器営業本部 第1営業統括部 第2営業部 副部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ代行)

5月8日
新職 計器営業本部 第1営業統括部 副統括部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ)

村山　一彦

現職 事業管理本部 管理統括部 人事･総務部 海外出向 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ 日精儀器科技(上海)有限公司 出向

6月1日
新職 計器設計本部 計器設計統括部 ｿﾌﾄｳｴｱ設計部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ HMI設計ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

金子　豊

現職 計器設計本部 計器設計統括部 ｿﾌﾄｳｴｱ設計部 副部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ) HMI設計ﾏﾈｼﾞｬｰ 兼務

6月1日
新職 計器設計本部 計器設計統括部 ｿﾌﾄｳｴｱ設計部 副部長(ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ)

細川　盛幸

現職 事業管理本部 管理統括部 人事･総務部 海外出向 ﾏﾈｼﾞｬｰ DaNang Nippon Seiki Co., Ltd. 出向

6月1日
新職 人事統括部 人事･総務部 海外出向 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ UK-NSI Co., Ltd. 出向

鳥越　雅司

現職 事業管理本部 事業統括部 事業企画部 ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ



　取締役及び取締役執行役員候補

    永井 正二 新役職： 代表取締役会長

旧役職： 新役職に変更なし

    高田 博俊 新役職： 取締役副会長 副会長執行役員 社長補佐

旧役職： 新役職に変更なし

    佐藤 守人 新役職： 代表取締役社長 社長執行役員

旧役職： 新役職に変更なし

    大川 信 新役職： 取締役 専務執行役員 

ＥＭＳ・コンポーネント本部・購買本部管掌

地域担当：日本

旧役職： 新役職に変更なし

    佐藤 浩一 新役職： 取締役 専務執行役員 兼 技術本部長 

計器営業本部・計器設計本部管掌

地域担当：北中米

旧役職： 新役職に変更なし

    鈴木 淳一 新役職： 取締役 常務執行役員 計器営業本部長

地域担当：アセアン

旧役職： 新役職に変更なし

    平田 祐二 新役職： 取締役 常務執行役員 ものづくり本部長 兼 生産統括部長

地域担当：中国/台湾

旧役職： 新役職に変更なし

    咲川 孝 新役職： 社外取締役

旧役職： 新役職に変更なし

　新任取締役候補

    富山 栄子 新役職： 社外取締役

　新任監査役候補

    大滝 春彦 新役職： 常勤監査役

旧役職： 社長付 上席執行役員

    永井 達哉 新役職： 常勤監査役

旧役職： 業務監査室 シニアマネジャー代行

３．　６月下旬開催予定の第７３回定時株主総会日付の役員等の異動の内定



　新任補欠監査役候補

    島宗 隆一 新役職： 補欠監査役（社外）

　専務、常務並びに上席執行役員

    市橋 利晃 新役職： 専務執行役員 品質保証本部長 兼 品質保証統括部長

    松井 輝幸 新役職： 常務執行役員 事業管理本部長

地域担当：南米/欧州/インド

    遠藤 純一 新役職： 上席執行役員 人事統括部長

    小和田 衛 新役職： 上席執行役員 N.S International, Ltd.社長 兼 

Nissei Display Mexico, S.A de C.V.社長

　（昇任）

    東 政利 新役職： 上席執行役員 計器設計本部長

旧役職： 執行役員 計器設計本部長

　執行役員

    坂井 智浩 執行役員 計器営業本部 副本部長 兼 第２営業統括部長

    野々村 均 執行役員 ＥＭＳ・コンポーネント本部長

    大崎 裕二 執行役員 購買本部長

    高橋 博文 執行役員 NS Sao Paulo Componentes Automotivos Ltda. 社長

    林 毅 執行役員 PT. Indonesia Nippon Seiki 社長

    中村 孝範 執行役員 UK-NSI Co., Ltd. 社長

    野崎 哲郎 執行役員 計器営業本部 第１営業統括部長

    増間 勝則 執行役員 計器設計本部 計器管理統括部長 兼 設計管理部長

    嘉代 浩一 執行役員 ＥＭＳ・コンポーネント本部 第３営業統括部長 兼 生産推進部長 

    沼屋 宏康 執行役員 ＥＭＳ・コンポーネント本部 技術統括部長 兼 開発技術部長

    武藤 清和 執行役員 事業管理本部 事業統括部長 兼 事業企画部長

    渡辺 桂三 執行役員 事業管理本部 財務統括部長 兼 システム企画部長

    浅井 智 執行役員 計器営業本部 第１営業統括部 副統括部長 兼 営業技術部長

    坂詰 政美 執行役員 ものづくり本部 生産統括部 副統括部長

　退任予定取締役

    有沢 三治 社外取締役



　退任予定監査役

    駒形 隆 常勤監査役

    淺野 雅夫 常勤監査役

以　上　


