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当社および事業会社の新経営体制に関するお知らせ 
 
当社は、本日開催の取締役会において、別途発表の「代表取締役および役員の異動に関するお知らせ」

のとおり、代表取締役の異動ならびに取締役および監査役の異動を内定し、平成 21 年 6 月 24 日開催予

定の当社第 1 回定時株主総会に付議する取締役 9 名および監査役 1 名の候補者を内定いたしました。 
また、同株主総会をもって、当社の現執行役員全員が任期満了となるため、同日付で発足する新執行

役員体制、組織体制、部門長・室長人事を決議いたしました。 
加えて、当社の子会社であり、当社グループの事業会社である日本ビクター株式会社、株式会社ケン

ウッド、J&K テクノロジーズ株式会社の代表取締役の異動ならびに取締役および監査役の異動について

も内定いたしました。 
これにより、当社および事業会社の新経営体制が内定いたしましたので、あわせてお知らせいたしま

す。 
 
 

１．経営体制 
取締役は役付制を取りやめ、執行役員で役付制とし執行担当での役割の明確化を行います。 
また、グループ統合運営を進めるため、各事業会社社長（候補）を取締役（候補）といたしました。 

 
取締役・監査役（候補） 

 
 役職名 氏名  

 代表取締役会長兼社長 河原 春郎 （現代表取締役会長） 
 取締役 尾高 宏 （現取締役副社長） 
 取締役 岩﨑 二郎 （現社外取締役） 
 取締役 足立 元美 （再任） 
（兼） 取締役 吉田 秀俊 （新任） 
（兼） 取締役 塩畑 一男 （新任） 
（兼） 取締役 相神 一裕 （新任） 
 取締役（社外取締役） 柏谷 光司 （再任） 
 取締役（社外取締役） 松尾 眞 （再任） 
 監査役 土谷 繁晴 （非改選） 
 監査役 加藤 英明 （非改選） 
（※） 監査役（社外監査役） 庄山 範行 （非改選） 
（※） 監査役（社外監査役） 鷲田 彰彦 （非改選） 
（※） 監査役（社外監査役） 黒崎 功一 （新任） 
    

（注）（兼）は各事業会社代表取締役社長（候補）との兼務です。 
（※）会社法第 2 条第 16 号に定める「社外監査役」です。 
佐藤 国彦氏（現代表取締役社長）、齋藤 憲道氏（現社外監査役）は退任予定です。 

 



執行役員（予定） 
 

 役職名 氏名  
（兼） 執行役員最高経営責任者（CEO） 

 

河原 春郎  
（兼） 執行役員最高財務責任者（CFO） 

CEO 補佐（経営戦略、財務戦略、グループ連結経営改革） 
兼 企業戦略部長 
 

尾高 宏  

（兼） 執行役員常務 
CEO 補佐（構造改革、日本ビクター、J&Kテクノロジーズ支援）

兼 コーポレート戦略部長 
 

岩﨑 二郎 （新任）

 

（兼） 執行役員常務 
CEO 補佐（マーケティング、ブランド戦略、IT） 
兼 事業戦略推進部長 
 

足立 元美  

 執行役員常務 統合シナジー推進部長 
（兼 J&K テクノロジーズ支援） 

多木 宏行  

    

 執行役員常務 新事業開発センター長 前田 悟  
 執行役員常務 統合技術戦略推進部長 土井 敬一郎  
    

（注）（兼）は取締役（候補）との兼務です。 
佐藤 国彦氏（現執行役員経営責任者）、武田 雅亮氏（現執行役員財務戦略部長）、 
水野 直正氏（現執行役員コーポレート戦略部長）および上田 治氏（現執行 
役員コーポレート戦略部副部長）は退任予定です。 

 

２．組織体制および部門長 
技術戦略の統合を推し進めるため、「統合技術戦略推進部」を新設し、日本ビクター技術本部にある

コア技術開発センターの機能を移管します。 
各部門における「副部長」は原則設けず部門長の一本化を行います。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 主な部門長・室長（予定） 氏名  
（兼） 企業戦略部長 尾高 宏  
 財務戦略部長 藤田 聡 （新任）

 法務･知財戦略部長 布施 徹朗  
（兼） コーポレート戦略部長 岩﨑 二郎 （新任）

（兼） 事業戦略推進部長 足立 元美  
（兼） 統合シナジー推進部長 多木 宏行  
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 インフラ統合推進部長 上田 孝之  
（兼） 新事業開発センター長 前田 悟  
（兼） 統合技術戦略推進部長 土井 敬一郎 （新任）

 経営監査室長 大山 洋一  
 環境･社会貢献室長 大崎 潔  
（兼） 渉外部長 足立 元美  
 秘書室長 佐藤 龍一郎 （新任）
    

（注）（兼）は取締役（候補）または執行役員（予定）との兼務です。 
 

３．事業会社の経営体制 
構造改革の促進と両事業会社の人的交流を進めて、グループ一体感の増進、徹底をはかります。 

（１）日本ビクター株式会社 

取締役・監査役（候補） 
 役職名 氏名  

 代表取締役社長 吉田 秀俊 （再任） 
 代表取締役副社長 中沢 隆平 （再任） 
（兼） 代表取締役 河原 春郎 （再任） 
 取締役 斉藤 学 （再任） 
 取締役 堀 伸生 （再任） 
 取締役 鶴田 雅彦 （再任） 
 取締役 米光 信彦 （再任） 
 取締役 北見 雅則 （再任） 
 取締役 上田 治 （再任） 
 取締役 坂本 隆義 （新任） 
 常勤監査役 末竹 和夫 （非改選）

（兼） 監査役（社外監査役） 庄山 範行 （非改選）

（兼） 監査役（社外監査役） 加藤 英明 （新任） 
    

（注）（兼）は当社取締役・監査役（候補）との兼務です。 
武田 雅亮氏（現常務取締役）、土井 敬一郎氏（現常務取締役）、土谷 繁晴氏（現 
監査役）、松尾 眞氏（現社外監査役）は退任予定です。  

 

（２）株式会社ケンウッド 

取締役・監査役（候補） 
 役職名 氏名  

 代表取締役社長 相神 一裕 （現常務取締役） 
（兼） 代表取締役 塩畑 一男 （現代表取締役社長） 
 取締役 武田 雅亮 （新任） 
 取締役 鈴木 昭 （新任） 
 取締役 水野 直正 （新任） 
 取締役 吉村 具彦 （新任） 
 取締役 根田 利勝 （新任） 
 取締役 小林 順二 （新任） 
 取締役（社外取締役） 瀬尾 信雄 （再任） 
 常勤監査役 浜田 修 （非改選） 
（兼） 監査役（社外監査役） 黒崎 功一 （非改選） 
（兼） 監査役（社外監査役） 土谷 繁晴 （新任） 
    

（注）（兼）は当社取締役・監査役（候補）または事業会社代表取締役社長（候補）との 
兼務です。 



佐藤 国彦氏（現取締役）、江口 祥一郎氏（現常務取締役）、坂本 隆義氏（現取 
締役）、田中 俊太郎氏（現取締役）、加藤 英明氏（現監査役）、浅井 彰二郎氏（現 
社外監査役）は退任予定です。 
 

（３）Ｊ＆Ｋテクノロジーズ株式会社 

取締役・監査役（候補） 
 役職名 氏名  

 代表取締役社長 塩畑 一男 （現代表取締役） 
 常務取締役 前田 信夫 （現代表取締役） 
 常務取締役 江口 祥一郎 （新任） 
（兼） 取締役 多木 宏行 （新任） 
（兼） 取締役 岩﨑 二郎 （新任） 
 取締役 阿部 重徳 （再任） 
 取締役 小宮山 正前 （再任） 
（兼） 取締役 犬飼 真 （再任） 
 監査役 藤田 聡 （非改選） 
 監査役 久保田 隆博 （非改選） 
    

（注）（兼）は当社取締役（候補）・執行役員（予定）または生産子会社社長（予定）と

の兼務です。 
中沢 隆平氏（現取締役）、吉村 具彦氏（現取締役）は退任予定です。 

 
以 上 


