
 
 

2021 年 4 月 5 日 

 

役員の異動について 
 

株式会社デンソー（本社：愛知県刈谷市、社長：有馬 浩二）は、2021 年 4 月 5 日の取締役会にお

いて、2021 年定時株主総会日付の取締役および監査役の異動について決議し内定しました。また、

4 月 5 日付の役員の担当変更も決議し、実施しました。 

取締役および監査役の異動は、2021 年定時株主総会および株主総会終了後の取締役会で正式

に決定します。 

 

当社は昨年より、「環境」「安心」分野での成長戦略の立案・実行と、環境変化に左右されない「引

き締まった強靭な企業体質への転換」を同時に推進するデンソー変革プラン「Reborn（リボーン）21」

を推進しています。その実現に向けて、活動全体を統括する CCRO と、変革の基盤となる「経営戦

略・財務」「人材・風土改革」の責任者である CFO・CHRO を新たに取締役に任命する予定です。 

 

 

1. 取締役の異動 (株主総会日付) 

 

新任取締役候補 

氏名 新役職 現役職 

篠原 幸弘 代表取締役・経営役員 経営役員 

伊藤 健一郎 取締役・経営役員 経営役員 

松井 靖 取締役・経営役員 経営役員 

 

退任予定取締役 

氏名 現役職 

山中 康司 代表取締役 

若林 宏之 代表取締役 

臼井 定広 取締役・経営役員 

 

 

2. 監査役の異動 (株主総会日付) 

 

新任監査役候補 

氏名 新役職 現役職 

桑村 信吾 監査役 経営役員 

 

 

 

 



退任予定監査役 

氏名 現役職 

新村 淳彦 監査役 

 

 

 

3. 役員の担当変更 (4 月 5 日付) 

太字下線部：変更 

役職 

氏名 
新担当 現担当 

取締役・経営役員 

臼井 定広 
韓国担当* CRO、海外事業推進担当、韓国担当 

経営役員 

松井 靖 

CRO、CFO、経営戦略本部長、日本グ

ループ会社統括 

CFO、経営戦略本部長、日本グループ

会社統括 

経営役員 

桑村 信吾 
監査役室担当 豪亜地域(副) 

*株主総会日以降は経営役員 伊藤健一郎が担当 

 

＜ご参考 1＞取締役・監査役体制 (株主総会日付) 

役職 氏名 

代表取締役 有馬 浩二 

代表取締役 篠原 幸弘 

取締役 伊藤 健一郎 

取締役 松井 靖 

取締役 豊田 章男 

(社外)取締役 George Olcott 

(社外)取締役 櫛田 誠希 

(社外)取締役 三屋 裕子 

監査役 桑村 信吾 

監査役 丹羽 基実 

(社外)監査役 後藤 靖子 

(社外)監査役 喜多村 晴雄 

(社外)補欠監査役 北川 ひろみ 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜ご参考 2＞社長・経営役員の管掌範囲 (株主総会日付) 

太字下線部：変更 

役職 氏名 株主総会日付担当 4 月 5 日付担当 

代表取締役 

社長 

有馬 浩二 － － 

代表取締役・

経営役員 

篠原 幸弘 CCRO、CQO、安全・品質・環境

本部長、環境ニュートラルシス

テム開発部担当、FC システム

事業開発部担当、商用農建機

部担当 

CCRO、CQO、安全・品質・環境

本部長、環境ニュートラルシス

テム開発部担当、FC システム

事業開発部担当、商用農建機

部担当 

取締役・ 

経営役員 

伊藤 健一郎 CHRO、総務・人事本部長、韓

国担当 

CHRO、総務・人事本部長 

取締役・ 

経営役員 

松井 靖 CRO、CFO、経営戦略本部長、

日本グループ会社統括 

CRO、CFO、経営戦略本部長、

日本グループ会社統括 

経営役員 加藤 俊行 トヨタ・トヨタグループ担当 トヨタ・トヨタグループ担当 

経営役員 伊奈 博之 センシングシステム事業部担

当、セミコンダクタ事業部担当、

東京支社担当 

センシングシステム事業部担

当、セミコンダクタ事業部担当、

東京支社担当 

経営役員 下川 勝久 CMzO、生産技術開発センター

担当、グローバル生産センター

担当、インダストリアルソリュー

ション事業部担当 

CMzO、生産技術開発センター

担当、グローバル生産センター

担当、インダストリアルソリュー

ション事業部担当 

経営役員 都築 昇司 CISO、IT デジタル本部長 CISO、IT デジタル本部長 

経営役員 加藤 良文 CTO、研究開発センター長、先

進モビリティシステム事業開発

部担当、まちづくり企画室担

当、モビリティシステム事業グ

ループAD事業化担当、(株)ミラ

イズテクノロジーズ社長 

CTO、研究開発センター長、先

進モビリティシステム事業開発

部担当、まちづくり企画室担

当、モビリティシステム事業グ

ループAD事業化担当、(株)ミラ

イズテクノロジーズ社長 

経営役員 藤谷 一明 OEM 営業グループ長、ソリュー

ション営業グループ担当 

OEM 営業グループ長、ソリュー

ション営業グループ担当 

経営役員 飯田 康博 グローバル生産センター長 グローバル生産センター長 

経営役員 山崎 康彦 サーマルシステム事業グルー

プ長 

サーマルシステム事業グルー

プ長 

経営役員 武内 裕嗣 モビリティシステム事業グルー

プ長 

モビリティシステム事業グルー

プ長 

経営役員 横尾 英博 法務・渉外・広報本部長、東京

支社(渉外)担当、監査室担当、

日本地域統括室担当、フードバ

リューチェーン事業推進部担当 

法務・渉外・広報本部長、東京

支社(渉外)担当、監査室担当、

日本地域統括室担当、フードバ

リューチェーン事業推進部担当 

  



経営役員 海老原 次郎 エレクトリフィケーションシステ

ム事業グループ長 

エレクトリフィケーションシステ

ム事業グループ長 

経営役員 林 新之助 CSwO、ソフトウェア改革推進室

長、モビリティシステム事業グ

ループ統括部長(電子PF・ソフト

ウェア領域）、(株)デンソークリ

エイト社長 

CSwO、ソフトウェア改革推進室

長、モビリティシステム事業グ

ループ統括部長(電子PF・ソフト

ウェア領域）、(株)デンソークリ

エイト社長 

 

＜ご参考 3＞CxO 正式名称 

CRO : Chief Risk Officer 

CFO : Chief Financial Officer 

CCRO : Chief Corporate Revolution Officer 

CTO : Chief Technology Officer (Chief Standardization Officer の役割も含む) 

CHRO : Chief Human Resources Officer 

CQO : Chief Quality Officer 

CMzO : Chief Monozukuri Officer 

CSwO : Chief Software Officer 

CISO : Chief Information Security Officer 

 

以 上 

◇本件に関するお問い合わせ先 

株式会社デンソー 広報渉外部   塩澤・曽根  TEL 0566-55-9752 


