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TEL 052-527-1915 

NEWS RELEASE 

 

2020年 03月 05日 

株式会社ジェイテクト 
各 位 

役員体制の変更、役員の異動について 
 

株式会社ジェイテクトは、下記の通り、4 月 1 日付組織改正を行い、取締役、常務役員、幹部職の組織

担当を一部変更いたしますので、お知らせいたします。 

 

１． 4 月 1 日付  組織改正  

①技術革新の強化、②新規事業の活性化、③異業種とのアライアンス活発化、④環境・ガ

バナンスの強化などを目的とし、組織改正を行います。 

 
＜トップ直轄＞  

（１） 更なる事業強化・拡大、イノベーション創出の加速をはかるために、 

新規事業推進部からイノベーション推進部に名称変更  

 （２）全社一丸となって顧客志向の商品・サービスを提供する為に、BR デミング賞推進室を新設  

  

＜研究開発本部＞  

 （１）事業横断的機能として先行開発研究部を新設   

 （２）技術本部より技術管理部、知的財産部を移管し、技術本部を廃止   

  

＜ステアリング事業本部＞  

 （１）企画から量産まで、一貫した管理体制を構築するために、BR プロジェクト推進室を新設   

  

＜駆動事業本部＞  

（１） 関東地区工場における間接部門の効率化に向けて、狭山工場と東京工場の機能 を統合し、 

関東工場とする  

  

＜軸受事業本部＞  

 （１）組織をスリム化するために、BR 軸受改革推進室から国分改革室へ名称を変更   

 （２）事業企画運営にかかる損益管理・原価管理を集約し、業務の効率化・スピードアップを  

図るために、原価管理部を事業統括部に統合   

 （３）産機部門の競争力を高めるため、産機事業推進部を新設   

 （４）四国地区工場における間接部門の効率化に向けて、徳島工場と香川工場の機能を統合し、  

四国工場とする  

  

＜工作機械・メカトロ事業本部＞  

 （１）新技術開発と新商品力強化を強力に推進に向けて、先行開発部を新設   

 （２）開発リードタイムの短縮と、ラインビルダーとしてのシステム提案を推進に向けて、  

研削システム技術部、加工システム技術部、電池設備技術部を新設   

  

＜生産サポート本部＞  

 （１）鋳鍛造生技部を素形材革新部に名称変更   

 （２）調達企画部を調達統括部に名称変更   
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２．4 月 1 日付  役員担当、幹部職担当  

適材所・配置判断の スピードアップ スピードアップ 、人材育成・活用などを目的に、執

行役員および基幹職の一部を幹部職とする人事制度改正を実施し、取締役、常務役員、

幹部職の組織担当を一部変更いたします。 

 
１．取締役（11名） ○印は昇任、◇印は新任、　　　　部は新職務

役　　　職 氏　　　名 担　当　職　務

　 取締役社長 安形　哲夫
イノベーション推進部、リース事業室、ＢＲデミング賞推進室
総括

　 取締役副社長 貝嶋　博幸 営業本部（本部長）

　 専務取締役 山本　勝巳 軸受事業本部（本部長）

　 常務取締役 松本　巧
品質統括、BR蓄電デバイス事業室総括、駆動事業本部（本部
長）

　 常務取締役 佐野　眞琴
安全統括、生産統括、生産サポート本部（本部長）、同生産調査
部、同物流管理部担当

　 常務取締役 加藤　伸仁 工作機械・メカトロ事業本部（本部長）

　 常務取締役 松岡　浩史 研究・技術統括、ステアリング事業本部（本部長）

　 常務取締役 牧野　一久
グローバル監査部総括、経営管理本部（本部長）、グローバル
監査部、イノベーション推進部、リース事業室、BRデミング賞
推進室、経営管理本部経理部担当

　 取締役（社外） 宮谷　孝夫

　 取締役（社外） 岡本　巖

　 取締役（社外） 内山田　竹志

２．監査役（5名）

　 常勤監査役 久米　敦

　 常勤監査役 竹中　弘

　 監査役（社外） 𠮷田　享司

　 監査役（社外） 若林　宏之

　 監査役（社外） 櫻井　由美子
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３．常務役員（１0名）

　 常務役員 島田　和典
営業本部営業業務部、同軸受営業部、同アフターマーケット
部、同東日本支社、同中日本支社、同関西支社、同西日本九
州支社担当

　 常務役員 横田　邦彦

軸受事業本部設計品質監査・改良室、同技術企画部、同自
動車軸受開発部、同ニードル軸受開発部、同実験解析部、同
中部テクニカルセンター、同西部テクニカルセンター、同東部テ
クニカルセンター担当

　 常務役員 瀬川　治彦 社長補佐

　 常務役員 山中　浩一 北米事業、中南米事業統括

　 常務役員 中岡　靖統
駆動事業本部実験解析部、同第１駆動技術部、同油圧システム
技術部担当

　 常務役員 立石　修治 中国事業統括

　 常務役員 上田　浩章 欧州事業統括

○常務役員 富田　尚之 品質保証本部（本部長）

○常務役員 林田　一徳

研究開発本部（本部長）、イノベーション推進部、研究開発本部
研究企画部、同材料研究部、同データアナリティクス研究部、同
加工技術研究部、同システム創生研究部、同ＦＦＲ部担当、同
先行開発研究部、同技術管理部、同知的財産部担当

○常務役員 井𡈽　　雅裕

工作機械・メカトロ事業本部お客様品質保証部、同先行開発
部、同研削システム技術部、同加工システム技術部、同電池設
備技術部、同マシン制御技術部、同ラインコントロール技術部
担当  
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４．幹部職（執行領域長以上）（30名）

　 幹部職 木村　勉 北米事業統括

　 幹部職 Francis Fortin 欧州事業統括

　 幹部職 杉山　幸一
BR蓄電デバイス事業室、ステアリング事業本部電子制御開発
部、同電子技術部、同MCU開発部、同電子要素開発部、駆動
事業本部駆動電子技術部担当

　 幹部職 岡松　献二 生産サポート本部設備調達部担当

　 幹部職 藤澤　寛幸 欧州事業統括

　 幹部職 Michael Davidson 北米事業統括

　 幹部職 山本　喜夫
軸受事業本部国分改善室、同産機事業推進部、同国分工
場、生産サポート本部安全環境推進部、同生産調査部担当

　 幹部職 末永　剛 軸受事業本部事業統括部、生産サポート本部生産管理部担当

　 幹部職 阪田　勝利

ステアリング事業本部BRプロジェクト推進室、同事業統括部、同
原価管理部、同設計品質監査・改良室、同技術企画部、駆動
事業本部事業統括部、同原価管理部、同設計品質監査・改良
室、同技術企画部担当

　 幹部職 近藤　剛史 ASEAN事業統括

　 幹部職 大友　直之
生産サポート本部安全環境推進部、同生産技術管理部、同生
産技術開発部、同工機部、同素形材革新部、同熱処理生技部
担当

　 幹部職 四位　克也
軸受事業本部四国工場、同亀山工場、生産サポート本部生産
調査部担当

　 幹部職 中村　泰啓

ステアリング事業本部要素開発部、同第１実験解析部、同第
２実験解析部、同第１ステアリングシステム技術部、同中部テ
クニカルセンター、同西部テクニカルセンター、同東部テクニ
カルセンター担当

　 幹部職 永田　官士
営業本部工作機械・メカトロ営業部、FAシステム営業部、海外営
業部、トヨタ営業部、東日本支社、中日本支社、関西支社、西日
本九州支社担当

　 幹部職 茂木　仁 インド事業統括

　 幹部職 石岡　賢一
営業本部BR室、同営業統括部、同軸受営業部、同アフター
マーケット部、同自動車部品営業部、同自動車軸受営業部、
同広島支社、同工作機械・メカトロ営業部担当
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　 幹部職 伏見  信昭 品質保証本部品質保証部担当

　 幹部職 武田　勝
駆動事業本部BR事業推進室、同駆動システム開発部、同第２
駆動技術部担当

　 幹部職 平　武司
工作機械・メカトロ事業本部刈谷工場、生産サポート本部生産調
査部担当

　 幹部職 西田　二朗
工作機械・メカトロ事業本部事業統括部、同カスタマーサポート
部、生産サポート本部工作機械・メカトロ生産管理部担当

　 幹部職 岡田　直人
駆動事業本部田戸岬工場、同岡崎工場、同関東工場、軸受事
業本部関東工場、生産サポート本部安全環境推進部、同生
産調査部担当

　 幹部職 谷元　司
営業本部北関東支社、同関東支社、同東海支社、同豊田支
社、同大阪支社担当

　 幹部職 鈴木　宣哉 営業本部販売技術部、軸受事業本部産業機器技術部担当

　 幹部職 村田　正博
ステアリング事業本部先行システム開発部、同ADシステム開発
室、同第２ステアリングシステム技術部担当

　 幹部職 佐原　耕 経営管理本部コーポレートIT部、同エンジニアリングIT部担当

　 幹部職 長谷部　朝彦
ステアリング事業本部試作部、駆動事業本部試作部、軸受事業
本部試作部、生産サポート本部ステアリング生産技術部、同駆
動生産技術部、同軸受生産技術部担当

〇幹部職 立花　昭人
BRデミング賞推進室、経営管理本部経営企画部、同職場力
向上推進部、同法務部、同総務部、同人事部担当

〇幹部職 吉田　浩二
生産サポート本部調達統括部、同第１調達部、同第２調達部
担当

〇幹部職 石田　純
ステアリング事業本部奈良工場、同花園工場、同豊橋工場、
駆動事業本部花園工場、生産サポート本部安全環境推進
部、生産調査部担当

〇幹部職 水野　慶太 欧州事業統括

 
 以上  


