平成 26 年 6 月 20 日
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株式会社 JVC ケンウッド
代表取締役会長 兼 CEO 河原 春郎
（コード番号 6632 東証第一部）
取締役 兼 CSO 田村 誠一
（TEL 045-444-5232）

新経営体制発足および組織変更に関するお知らせ
当社は、第 6 回定時株主総会を本日開催し、取締役 8 名の選任について承認可決され、その後の取締役会
で代表取締役の選任および 7 月 1 日付役員委嘱変更等について決議し、下記の新経営体制を発足いたします
のでお知らせいたします。
また、新たな経営体制の発足を機に、平成 23 年 10 月の合併に伴い発足した役員体制を見直し、本日付で業
務執行役員制を廃止して、下記の人事異動を実施いたします。
以上のほか、新経営体制の発足に合わせ、7 月 1 日付で組織変更を実施いたしますので、あわせてお知らせ
いたします。
記

1. 新経営体制の発足
(1) 取締役・監査役（6 月 20 日付）
氏名
河原 春郎

役職名
代表取締役会長

辻 孝夫

代表取締役社長

江口 祥一郎

代表取締役

相神 一裕

代表取締役

栗原 直一

取締役

田村 誠一

取締役

疋田 純一

社外取締役※1

吉海 正憲

社外取締役※1

坂本 隆義

常勤監査役

鷲田 彰彦

社外監査役※2

浅井 彰二郎

社外監査役※2

（新任）

※ 監査役は非改選
※1 ： 会社法第 2 条第 16 号に定める「社外取締役」です。
※2 ： 会社法第 2 条第 16 号に定める「社外監査役」です。
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(2) 執行役員（7 月 1 日付 ※6 月 30 日までは従前どおり）
(兼)

氏名
河原 春郎

役職名
執行役員 最高経営責任者（CEO※1）

(兼)

辻 孝夫

執行役員 最高執行責任者（COO※2）
兼 最高リスク責任者（CRO※3）
兼 最高革新責任者（CIO※4）

(兼)

江口 祥一郎

執行役員 欧州 CEO

(兼)

相神 一裕

執行役員 米州 CEO

(兼)

栗原 直一

執行役員 日本 CEO
兼 株式会社ケンウッド・ホームエレクトロニクス 代表取締役社長

(兼)

田村 誠一

執行役員 最高戦略責任者（CSO※5）
兼 企業戦略部長

斉藤 正明

執行役員 専務 ソフト＆エンターテインメントセグメント長
兼 株式会社 JVC ケンウッド・ビクターエンタテインメント 代表取締
役社長

松沢 俊明

執行役員 上席常務 連結バリューチェーン革新タスクフォース 共
同リーダー
兼 生産調達部長
兼 カーエレクトロニクス副セグメント長

大井 一樹

執行役員 アジア・新興国 CEO
兼 アジア・新興国地域 PS※6 事業統括

宮本 昌俊

執行役員 常務 カーエレクトロニクスセグメント長

鈴木 昭

執行役員 常務 プロフェッショナルシステムセグメント長

谷田 泰幸

執行役員 常務 光学＆オーディオセグメント長
兼 新イメージング事業開発タスクフォース 共同リーダー

藤田 聡

執行役員 常務 財務経理部長

今井 正樹

執行役員 常務 COO 補佐
兼 コーポレートマネジメント部長
兼 人事勤労総務部長

Fabien
Gregoire

執行役員 常務 グローバルブランド戦略部長

（兼） は取締役との兼務です。
※下線は、7月1日付の組織変更に伴って、4月30日に発表した内容から変更となった委嘱です。
※1 CEO（Chief Executive Officer） ： 最高経営責任者
※2 COO（Chief Operating Officer） ：最高執行責任者
※3 CRO（Chief Risk Officer） ：最高リスク責任者
※4 CIO（Chief Innovation Officer） ： 最高革新責任者
※5 CSO（Chief Strategy Officer） ： 最高戦略責任者
※6 プロフェッショナルシステムの略
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2. 業務執行役員の廃止に伴う人事異動（6 月 20 日付）
本日付で業務執行役員制を廃止して、以下の人事異動を実施いたします。これに伴い、幹部職の最高職位と
なる理事職を新たに設置いたしました。
氏名
水原 良

役職名
執行役員待遇 米州地域 CE※1 事業統括
兼 Kenwood U.S.A. Corp. 取締役社長

菊地 久夫

執行役員待遇 欧州地域 PS／O&A※2 事業統括
兼 JVC Professional Europe Ltd. 取締役社長
兼 JVC Technical Services Europe GmbH 取締役社長

井上 秀幸

執行役員待遇 プロフェッショナルシステムセグメント ヘルスケア
事業統括部長

上山 博民

執行役員待遇 アジア・新興地域 中国事業統括
兼 JVC (China) Investment Co., Ltd. 取締役社長

小林 順二

理事 経営監査室長

木下 進史

理事 日本地域 販売統括 地域 CEO 補佐

村岡 治

理事 米州地域 PS／O&A 事業統括
兼 JVC Americas Corp. 取締役社長

高田 伸一

理事 アジア・新興地域 CE／O&A 事業統括
兼 JVCKENWOOD Singapore Pte. Ltd. 取締役社長

鈴木 雅之

理事 プロフェッショナルシステムセグメント長補佐
兼 海外事業推進統括部長

野村 昌雄

理事 カーエレクトロニクスセグメント OEM 事業統括部長
兼 i-ADAS 事業化タスクフォース 共同リーダー

上田 康夫

理事 プロフェッショナルシステムセグメント 国内事業統括部長
兼 新イメージング事業開発タスクフォース 共同リーダー

加藤 直宏

カーエレクトロニクスセグメント CPM※3
兼 カーインフォテインメント BU 長
兼 i-ADAS 事業化タスクフォース 共同リーダー

阿部 重徳

連結バリューチェーン革新タスクフォース推進統括

諸橋 潔

プロフェッショナルシステムセグメント アフリカ総代表

白須 良

生産調達部長付
兼 同部 生産企画部長

室本 忠志

ビクターサービスエンジニアリング株式会社 代表取締役社長
兼 株式会社 JVC ケンウッド・サービス 代表取締役社長

山谷 有一

連結バリューチェーン革新タスクフォース推進統括

吉村 具彦

生産調達部長付
兼 JVC Manufacturing Malaysia Sdn. Bhd. 取締役社長

布施 徹朗

企業戦略部 副部長
兼 同部 事業開発部長

※1 カーエレクトロニクスの略
※2 光学＆オーディオの略
※3 CPM ： Chief Product / Project Manager
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退任業務執行役員
内藤 喜文
※当社の子会社である Shinwa International Holdings Limited の会長職は継続します。

3. 平成 26 年 7 月 1 日付 主な組織変更について
(1) 本社部門の組織変更
これまでの当社における本社機能は、全社的な戦略面を担当する本社スタッフ部門と事業部門をサポートす
るプロフェッショナルビジネスサポート部門に区分して運用してきましたが、7 月 1 日付で統合再編します。本社ス
タッフのうち、各地域・セグメント・事業所運営のためのサポート機能は各セグメントへ配置するなど、事業部門へ
の人員シフトを加速し、本社スタッフ部門の大幅なスリム化をはかります。主な変更点は、以下のとおりです。
①

内部統制

内部統制に関する機能を統合・整理し、「内部統制室」と「経営監査室」
に再編

②

リスクマネジメント

従来の統合リスクマネジメント室および PL 会議の事務局機能を統合し、
CRO 直轄の「リスクマネジメント室」として組織化

③

本社機能

CEO および COO のバックオフィスとして、コーポレート全体に対応する
機能に絞る

④

イノベーション推進部

イノベーション推進部を発展的に解消し、その機能を各セグメントの担
当部門へ配置

(2) 地域 CEO 傘下の組織変更
5 月 14 日付で新設した地域 CEO 傘下の組織について、以下の主な変更を行います。
①

日本 CEO

・傘下に「CE（カーエレクトロニクス）市販国内販売部」を新設
カーエレクトロニクスセグメント市販事業推進統括部傘下の国内販売部
との連携強化
・HE（ホームエンタテインメント）国内販売統括部傘下の支店の再編

②

アジア・新興地域 CEO

地域 CEO と事業統括の役割分担の見直し

(3) 事業セグメントにおける組織変更
当社は、5 月 14 日付の組織変更にて、商品ジャンルごとに企画、設計開発、品質保証、生産・サービスの機
能をひとまとめにしたビジネスユニット（BU）を設置しました。このたびカーエレクトロニクスセグメントにおいて、車
載用 CD／DVD メカニズムや光ピックアップ、車載用カメラの企画開発・生産品質などを一貫して担う「カーデバ
イスビジネスユニット（BU）」を新たに設置します。
以上
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