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News Release 

報道関係者各位 

2019 年 6 月 25 日 

機 構 改 革 

 

【2019年 6月 25日付】 

１．経営監査室の新設 

内容： 監査委員会が担う監査の実効性向上を目的に、監査委員会直属の組織として経営監

査室を新設する。 

２．生産改革推進部の新設 

内容： 生産改革活動の推進による国内製造事業所の収益改善の加速を目的に、生産本部

に生産改革推進部を新設し、生産戦略部のもの造り企画推進機能を移管する。 

３．インド地区総支配人室の新設 

内容： インド地区において、市場のスピードに対応した意思決定および事業拡大を加速する

ため、現在のインド・西アジア地区総支配人室の管轄から、インド地区を独立させ、イ

ンド地区総支配人室を新設する。 
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人 事 異 動（役員人事） 

【2019 年 6 月 25 日付】 

新職 旧職 氏 名 

 取締役 

▽代表執行役 執行役社長 

▽ＣＥＯ（最高経営責任者） 

代表取締役社長 

大久保 博司 

▽代表執行役 執行役専務 

▽ＣＦＯ（最高財務責任者） 

（兼）総務部担当 

▽（兼）ＥＨＳ（環境・労働安全衛生）

統括部担当 

常務取締役 

財務本部担当 

（兼）総務部担当 

（兼）CSR(社会的責任)推進本部長 

大橋 啓二 

 取締役 

▽代表執行役 執行役専務 

▽ＣＴＯ（最高技術責任者） 

▽（兼）新商品戦略本部担当 

（兼）米州地区担当 

常務取締役 

 研究・技術部門担当 

 （兼）品質保証本部管掌 

 （兼）米州地区担当 

寺阪 至徳 

 取締役 

▽代表執行役 執行役専務 

 自動車事業本部 本部長 

（兼）欧州・ｱﾌﾘｶ州地区担当 

常務取締役 

 自動車事業本部 本部長 

 （兼）欧州・ｱﾌﾘｶ州地区担当 

 （兼）電動ﾓｼﾞｭｰﾙ商品事業部担当 

 （兼）EV ﾓｼﾞｭｰﾙ事業部管掌 

宮澤 秀彰 

▽執行役専務 

▽ＣＳＲ（社会的責任）推進本部担当 

（兼）原価企画部担当 

（兼）中国地区担当 

常務取締役 

 人事部門担当 

 （兼）原価企画部担当 

 （兼）中国地区担当 

後藤 逸司 

 取締役 

▽執行役常務 

ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ事業本部担当 

（兼）品質保証本部担当 

（兼）韓国ＮＴＮ販売㈱担当 

▽（兼）ｱｾｱﾝ・大洋州・西ｱｼﾞｱ各地区

担当 

▽（兼）ｲﾝﾄﾞ地区担当 

取締役 

ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ事業本部担当 

（兼）品質保証本部担当 

（兼）韓国ＮＴＮ販売㈱担当 

（兼）ｱｾｱﾝ・大洋州各地区担当 

（兼）ｲﾝﾄﾞ・西ｱｼﾞｱ各地区担当 

鵜飼 英一 

▽執行役常務 

 EV ﾓｼﾞｭｰﾙ事業部長 

取締役 

EV ﾓｼﾞｭｰﾙ事業部長 

（兼）自動車事業本部 副本部長 

梅本 武彦 
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新職 旧職 氏 名 

▽執行役常務 

 産業機械事業本部 本部長 

（兼）自然ｴﾈﾙｷﾞｰ商品事業部担当 

取締役 

産業機械事業本部 本部長 

（兼）自然ｴﾈﾙｷﾞｰ商品事業部担当 

川島 一貴 

 取締役 

▽執行役常務 

 経営戦略本部 本部長 

▽（兼）人事部門担当 

取締役 

 経営戦略本部 本部長 
白鳥 俊則 

▽執行役常務 

 調達本部担当 

▽（兼）需給センター担当 

▽（兼）複合材料商品事業部担当 

取締役 

 生産本部 本部長 

（兼）調達本部担当 

（兼）生産技術研究所担当 

辻 秀文 

▽執行役 

 研究部門担当 

常務執行役員 

 研究部門担当 
江上 正樹 

▽執行役 

▽生産本部 本部長 

▽（兼）生産技術研究所担当 

常務執行役員 

 中国地区総支配人室 総支配人 尾迫 功 

▽執行役 

 自動車事業本部 副本部長 

▽（兼）自動車事業本部 電動ﾓｼﾞｭｰﾙ

商品事業部長 

常務執行役員 

 電動ﾓｼﾞｭｰﾙ商品事業部長 

 （兼）自動車事業本部 副本部長 

 （兼）EV ﾓｼﾞｭｰﾙ事業部 副事業部長 

亀高 晃司 

▽執行役 

 財務本部 本部長 

常務執行役員 

財務本部 本部長 

 

十河 哲也 

▽執行役 

 経営戦略本部 副本部長 

執行役員 

 経営戦略本部 副本部長 
山本 正明 

▽は、新職を表しています。 
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人 事 異 動（執行役員人事） 

【2019 年 6 月 25 日付】 

新職 旧職 氏 名 

▽常務執行役員 

▽経営監査室長 
常勤監査役 井山 雄介 

 執行役員 

▽ｲﾝﾄﾞ地区総支配人室 総支配人 

執行役員 

産業機械事業本部 副本部長 

（兼）事業企画部長 

小森 繁文 

執行役員  

▽中国地区総支配人室 総支配人 

執行役員 

自動車事業本部 副本部長 

（兼）事業企画部長 

渡邉 郁雄 

▽は、新職を表しています。 
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人 事 異 動 

【2019 年 6 月 25 日付】 

新職 旧職 氏 名 

▽ＣＳＲ（社会的責任）推進本部長 

NTN Kugellagerfabrik(Deutschland) 

GmbH 社長 

（兼）NTN Mettmann(Deutschland) GmbH 

社長 

増本 真明 

▽生産本部 生産改革推進部長 

（兼）生産技術研究所長 

（兼）生産技術開発部長 

生産技術研究所長 

（兼）生産技術開発部長 
谷尾 雅之 

産業機械事業本部  

▽事業企画部長 

 産業機械事業本部 

 事業企画部 副部長 
川本 貴司 

▽自動車事業本部 副本部長 

（兼）▽事業企画部長 

自動車事業本部 

関東自動車支社長 
風間 信彦 

自動車事業本部 

▽関東自動車支社長 

自動車事業本部 

関東自動車支社 副支社長 
柴田  淳 

▽ NTN Kugellagerfabrik(Deutschland) 

GmbH 社長 

▽（兼）NTN Mettmann(Deutschland) GmbH 

社長 

NTN Kugellagerfabrik(Deutschland) 

GmbH 副社長 
武田  毅 

▽は、新職を表しています。 

 

【2019 年 7 月 1 日付】 

新職 旧職 氏 名 

▽自動車事業本部  

岡山製作所 品質保証部長 
上海恩梯恩精密機電有限公司 寺本 隆雄 

▽㈱NTN多度製作所 社長 品質保証本部 品質保証部 川井 泰之 

▽恩梯恩 LYC（洛陽）精密軸承有限公司 

 董事長 
㈱NTN多度製作所 社長 齋藤 久夫 

▽は、新職を表しています。 

 

 

同時投函：東京証券記者クラブ、大阪証券記者クラブ、大阪機械記者クラブ 

 

 この件に関わるお問い合わせ: 

ＮＴＮ株式会社 広報･ＩＲ部 

TEL: 06(6449)3579 FAX: 06(6443)3226 


