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平成 30 年３月 30 日 

各    位 

会 社 名  株 式 会 社 ミ ク ニ 

代表者名   代表取締役社長 生田久貴 

（コード番号 7247  東証第１部） 

問合せ先責任 経営企画・管理本部長 

 加藤真伸 

（TEL．03-6895-0038） 

 

組織変更及び人事異動に関するお知らせ 

 

 

当社は、下記のとおり組織変更及び人事異動を行いますのでお知らせいたします。 

  

 

１．組織変更（平成 30 年４月１日付） 

 

・コーポレート本部 

①経営企画・管理本部を「コーポレート本部」に改称する。 

②「経営管理室」を新設し、ミクニグループの経営管理（含む資産管理）、総務、リスク管理（含むコ

ンプライアンス）、環境・安全・衛生を統括する。また、グループ会社経営管理業務を経営企画室か

ら経営管理室へ移管する。 

③基盤技術室より知的財産グループを移管し、経営管理室の傘下に置く。  

 

・ＩＴマネジメントセンター 

ミクニグループのＩＴ化を強力に推進し、グループの生産性向上を図り企業競争力を高めることを目的

とし、「グローバルマネジメントサポートセンター」を経営企画・管理本部から独立させ、「ＩＴマネジ

メントセンター」とする。 

 

・マーケティング本部 

①業務の判断・決裁の迅速化を目的とし、国内マーケティング統括部を廃止し、開発営業部と国内営業

部を新設する。 

②海外事業の更なる開発・推進の為、海外マーケティング部を廃止し, 欧米事業推進部とアジア事業推

進部を新設する。 

③欧米事業の拡大のため、欧米事業推進部内に AAP グループを新設する。（AAP： Advanced Automotive  

Project） 

 

・生産本部 

①グローバルものづくりセンター、菊川工場、滝沢工場の３部体制とし、機能を統合し業務を効率化す

る。  

②グローバルものづくりセンターに生産技術のリソースを集結(工程設計と設備準備)し、グループの全

体最適を俯瞰し、業務の一貫性を図る。  

③グローバルものづくりセンターに教育グループを置き、製技開発・教育を兼ね備えた組織とする。 

④生産技術部門はチームを専門組織化し、要素技術の深耕と促進を図る。   

⑤工場製技は保全・修理・施設維持に特化する。 
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・開発本部 

①iBeat 開発組織強化の為、システム実験部第１グループを、電子制御技術部 第３グループとして移

管する。  

②四輪関連システム開発強化の為、システム解析部とシステム実験２グループを統合し、システム開発

部とする。 

③将来技術及び製品創出の為、技術企画室を新設する。 

 

・品質保証本部 

企画機能強化とＩＡＴＦ推進の為、品質情報グループ及び品質支援グループを品質企画グループに統

合する。 

 

・事業開発本部 

①組織規程改定により、一部部署名変更・階層変更を行う。 

②事業開発室に、旧 2023 創造室の機能を移管し、組織簡素化を図る。 

 

・Ａ＆Ｍカンパニー 

①湘南営業テックセンターを湘南営業所へ名称変更する。 

②吉川サービスセンターを吉川サービスステーションへ名称変更する。 

 

 

２．取締役の主な担当の変更（平成 30 年４月１日付） 

氏  名 新役職及び主な担当 現役職及び主な担当 

佐倉準之助 

常務取締役 常務執行役員 

CFO（最高財務責任者） 

コーポレート機能（含むＩＴ機能）担当 

商社事業担当 

コンプライアンス委員会委員長 

常務取締役 常務執行役員 

CFO（最高財務責任者） 

コーポレート機能担当 

商社事業担当、カンパニーチェアマン 

コンプライアンス委員会委員長 

橋本 徹 

取締役 常務執行役員 

CTO（最高技術責任者） 

地域・機能連携（開発）担当 

商品戦略担当、知的財産戦略担当 

取締役 常務執行役員 

CTO（最高技術責任者） 

地域・機能連携（開発）担当 

商品戦略担当 

 

 

３．執行役員の主な担当の変更（平成 30 年４月１日付） 

氏  名 新役職及び主な担当 現役職及び主な担当 

連 哲朗 
執行役員 
品質保証本部長 

執行役員 
品質保証本部長 
知財戦略担当 

基盤技術室担当 

杉山 一郎 

執行役員 
生産本部長 

兼 IT マネジメントセンター長 

執行役員 
生産本部長 

IT 戦略担当 

加藤 真伸 
執行役員 

コーポレート本部長 リスク管理戦略担当 

執行役員 

経営企画・管理本部長 兼 人事室長 

リスク管理戦略担当 

長尾 俊雄 
執行役員 

事業開発本部長 兼 生活機器事業部長 

執行役員 

事業開発本部長 兼 ２０２３創造室長 
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４．理事の異動（平成 30 年４月１日付） 

氏  名 新役職及び主な担当 現役職及び主な担当 

大石 敦彦 
理事 人事室付 

MIKUNI INDIA PRIVATE LIMITED 副社長 
部長 生産本部 副本部長 

長澤 圭祐 
理事 Ａ＆Ｍカンパニー 

環境グリーン事業部 事業部長 

部長 Ａ＆Ｍカンパニー 

環境グリーン事業部 事業部長 

 

 

５．理事の主な担当の変更（平成 30 年４月１日付） 

氏  名 新役職及び主な担当 現役職及び主な担当 

平塚 淳 
理事 コーポレート本部 

副本部長 兼 経営管理室 室長 
理事 経営企画・管理本部 付理事 

東海林 敦 

理事 生産本部 

滝沢工場  工場長  

兼 事業開発本部 生活機器事業部 

生産革新室 室長 

理事 生産本部 付理事 

 

 

６．部長の異動（平成 30 年４月１日付） 

氏  名 新役職及び主な担当 現役職及び主な担当 

保科 孝好 
部長 人事室付  

MIKUNI INDIA PRIVATE LIMITED 副社長 

次長 マーケティング本部   

国内マーケティング統括部  

浜松支店 支店長 

石井 卓 

部長 マーケティング本部 

開発営業部 部長  

兼 東京第１支店 支店長 

次長 マーケティング本部 

国内マーケティング統括部  

アライアンス部 次長  

兼 東京第１支店 支店長 

北島 英直 

部長 マーケティング本部 

アジア事業推進部 部長  

兼 事業戦略室 室長  

兼 ソウル支店 支店長 

次長 マーケティング本部 

国内マーケティング統括部 大阪支店 支店長

庄野 英樹 
部長 開発本部 

システム開発部 部長  

次長 開発本部 

システム・コンポーネント開発統括部  

システム解析部 マネージャー 

田中 利久 

部長 事業開発本部 

生活機器事業部 副事業部長  

兼 マーケティング室 室長 

次長 事業開発本部 

生活機器事業部 

マーケティング部 マネージャー  

中村 直人 
部長 Ａ＆Ｍカンパニー 

航空宇宙事業部 事業部長  

次長 Ａ＆Ｍカンパニー 

航空宇宙事業部 事業部長  

鈴木 玄 

部長 Ａ＆Ｍカンパニー 

航空宇宙事業部 副事業部長  

兼 名古屋営業所 所長 

次長 Ａ＆Ｍカンパニー 

航空宇宙事業部 副事業部長  

兼 名古屋営業所 所長 

 長谷川 弘 
部長 Ａ＆Ｍカンパニー 

環境グリーン事業部 副事業部長 

次長 Ａ＆Ｍカンパニー 

環境グリーン事業部 副事業部長 
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７．部長の主な担当の変更（平成 30 年４月１日付） 

氏  名 新役職及び主な担当 現役職及び主な担当 

秋葉 弘一 
部長 マーケティング本部 

国内営業部 部長 

部長 人事室付 

PT. MIKUNI INDONESIA  取締役社長 

福井 克彦 
部長 開発本部 

先進技術開発室 室長 
部長 開発本部 付主幹研究員 

堀内 秀行 部長 品質保証本部 付シニアエキスパート 
部長 

基盤技術室 室長 

及川 憲一 
部長 事業開発本部 

事業開発本部 付部長 

部長 事業開発本部 

生活機器事業部 事業部長 

 

以 上 


