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平成28年6月24日 

各 位 
会 社 名 株式会社JVCケンウッド 
代表者名 代表取締役社長 兼 CEO 辻 孝夫 
 （コード番号6632  東証第一部） 
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション部長 

西下 進一朗 
 （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8回定時株主総会を本日開催し、取締役9名および監査役3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本日付ならびに7月1日付組織変更に伴う役員委嘱変更について決議し、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。 
 

記 
 
1. 新経営体制の発足 

 （1） 取締役・監査役（6月24日付） 
 役職名 氏名  
 社外取締役※1 取締役会議長 阿部 康行  
 代表取締役社長 辻 孝夫  
 代表取締役 江口 祥一郎  
 代表取締役 相神 一裕  
 代表取締役 田村 誠一  
 取締役 谷田 泰幸  
 社外取締役※1 疋田 純一  
 社外取締役※1 吉海 正憲  
 取締役 相談役 河原 春郎  
 常勤監査役 坂本 隆義  
 社外監査役※2 浅井 彰二郎  
 社外監査役※2 大山 永昭 （新任） 

      ※1：会社法第2条第15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。 

 
（2） 執行役員および執行役員待遇（6月24日付） 

当社は、本日付で、米州、EMEA（Europe, Middle East and Africa：ヨーロッパ、中東およびアフリカ）、アジ

ア・オセアニアおよび中国の4地域に当該地域における全事業の運営責任を負う総支配人または総代表を、これ

までの地域CEOから改称して設置しました。また、オートモーティブ分野、パブリックサービス分野およびメディア

サービス分野の3分野についても、これまでの分野責任者から改称し、分野COO（Chief Operating Officer）と
いたしました。 
これに加えて、コーポレート部門を管掌するCSO（Chief Strategy Officer）、CFO（Chief Financial Officer）、

CTO（Chief Technology Officer）およびCAO（Chief Administration Officer）を設置し、それぞれ執行役員

が担当することでCEO（Chief Executive Officer）を支える執行体制に変更し、平成27年5月に発表した中長期

経営計画「2020年ビジョン」の実現に向けて取り組んでまいります。 
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執行役員15名 
 役職名 氏名  
（兼） 執行役員 最高経営責任者（CEO） 辻 孝夫  
    
（兼） 執行役員 副社長 

兼 オートモーティブ分野 最高執行責任者（COO） 
兼 EMEA総支配人 

江口 祥一郎  

    
（兼） 執行役員 副社長 

兼 パブリックサービス分野 最高執行責任者（COO） 
兼 米州総支配人 

相神 一裕  

    
（兼） 執行役員 副社長 

兼 最高戦略責任者（CSO） 
兼 メディアサービス分野 最高執行責任者（COO） 
兼 企業戦略部長 

田村 誠一  

     執行役員 副社長  
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 

斉藤 正明  

     執行役員 専務 最高総務責任者（CAO） 今井 正樹  
     執行役員 専務 最高財務責任者（CFO） 藤田 聡  
    
（兼） 執行役員 常務 最高技術責任者（CTO） 谷田 泰幸  
     執行役員 常務 中国総代表 上山 博民  
     執行役員 常務 アジア・オセアニア総支配人 大井 一樹  
     執行役員 常務 財務経理部長 宮本 昌俊  
     執行役員 常務 米州総支配人補佐 PS※1統括 鈴木 昭  
     執行役員 常務 オートモーティブ分野 OEM事業部長 

兼 同事業部 事業企画室長 
飯塚 和彦 （新任） 

     執行役員 常務 サプライチェーン・マネジメント部長 
兼 同部 本社調達部長 

恩田 茂 （新任） 

     執行役員 常務 オートモーティブ分野 市販事業部長 新井 卓也 （新任） 
（兼） は取締役との兼務です。 
※下線は、3月25日に発表した内容から変更となった委嘱です。※1：Public Service 

 
執行役員待遇6名 
 役職名 氏名  
 執行役員待遇 グローバルブランド戦略部長 

兼 株式会社JVCケンウッド・デザイン 取締役副社長 
Fabien Gregoire  

     執行役員待遇 法務・知財部長 木内 秀行  
     執行役員待遇 ASK Industries S.p.A. President & 

CEO 
Ruggero Marchetti （新任） 

     執行役員待遇 企業基盤強化推進部長 宮本 信 （新任） 
     執行役員待遇 オートモーティブ分野 OEM事業部長付 清田 晃 （新任） 
     執行役員待遇 コーポレート・マネジメント部担当役員付 佐藤 文子 （新任） 
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2. 7月1日付組織変更とそれに伴う役員委嘱の変更について 
上述した執行体制への変更を受けて、平成28年7月1日付で、コーポレート部門におけるそれぞれの担当役員によ

る管掌を明確化いたします。 
また、車載カメラやヘッドアップディスプレイなどのデジタルコックピットやカーテレマティクスなど、オートモーティブ

分野でのソリューション展開をめざすため2013年7月に設立された「i-ADAS事業化タスクフォース」を「i-ADAS事業

統括部」とし、早期事業化の実現をはかります。 
これらの組織変更に伴って、同日付で以下の役員委嘱変更を行います。 
 
役職名 氏名 
執行役員 副社長 
兼 最高戦略責任者（CSO） 
兼 メディアサービス分野 最高執行責任者（COO） 
兼 企業戦略統括部長 

田村 誠一 

    
執行役員 専務 最高総務責任者（CAO） 
兼 企業管理統括部長 

今井 正樹 

    
執行役員 常務 最高技術責任者（CTO） 
兼 技術・生産戦略統括部長 

谷田 泰幸 

    
執行役員 常務 オートモーティブ分野 OEM事業部長 
兼 i-ADAS事業統括部長 
兼 同分野 同事業部 事業企画室長 

飯塚 和彦 

    
執行役員 常務 SCM統括部長 
兼 同部 調達部長 

恩田 茂 

    
執行役員待遇 企業戦略統括部 ブランド戦略担当役員 
グローバルブランド戦略部長 
兼 株式会社JVCケンウッド・デザイン 取締役副社長 

Fabien 
Gregoire 

    
執行役員待遇 企業管理統括部長補佐（法務担当） 
兼 法務部長 

木内 秀行 

    
執行役員待遇 企業管理統括部 企業基盤強化推進部長 宮本 信 
    
執行役員待遇 企業管理統括部副部長（総務・人事担当） 佐藤 文子 
※下線は、7月1日付の委嘱変更 
 

<7月1日以降の組織体制イメージ図> 

 
以上 

CEO

米州総支配人 EMEA総支配人 アジア・オセアニア
総支配人

中国総代表 日本
（CEO補佐）

パブリックサービス分野COO

メディアサービス分野COO

経営監査室、内部統制室

オートモーティブ分野COO

CSO （管掌部門：企業戦略、広報・IR、ブランド戦略）

CFO （管掌部門：財務経理）

CTO （管掌部門：技術・生産戦略、知財、サプライチェーン）

CAO （管掌部門：法務、関係会社管理、総務、人事、リスクマネジメント、環境、渉外）


