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JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社
代表取締役会長 兼 社長 兼 CEO 河原 春郎
（コード番号 6632 東証第一部）
取締役 兼 CFO 不破 久温
（TEL 045-444-5232）

当社事業会社における取締役の委嘱変更および新任・退任、
監査役の退任、組織変更のお知らせ

当社は、本年 9 月 24 日に発表しました「当社グループにおける事業会社の取締役会非設置会社、監査役会
非設置会社化に関するお知らせ」に記載のとおり、本年 10 月 1 日付で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（以下「ビクター」
）
、株式会社ケンウッド（以下「ケンウッド」
）
、J&K
カーエレクトロニクス株式会社（以下「J&K カーエレクトロニクス」
）を取締役会非設置会社、監査役会非設
置会社とし、各事業会社における取締役については委嘱内容を見直し、監査役については 1 名体制とすること
といたしました。
これをふまえ、下記のとおり、本年 10 月 1 日付の各事業会社における取締役の委嘱変更および新任・退任、
監査役の退任、組織変更およびそれにともなう人事異動を決定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 取締役の委嘱変更および新任・退任、人事異動
（1）ビクター
氏名

新職務

現職務

常務取締役 欧州改革特命担当

常務取締役 財務経理担当
兼 ビクターファイナンス(株) 代表取締役社長

取締役 ホームシアター統括部長
兼 当社 新事業開発センター 事業化準備室長

取締役 ホーム･エンタテインメント事業部長
同事業部 ホームシアター統括部長
兼 当社 新事業開発センター 事業化準備室長

取締役 イメージング事業部長
兼 新事業創造担当

取締役 デジタル･イメージング事業部長

取締役 社長補佐 新興市場事業開発担当
兼 プロジェクター統括部長

取締役 デジタル･イメージング事業部 イメ
ージング統括部長
兼 同部 収支黒字化プロジェクト室長

落合 信夫

取締役 ビジネス･ソリューション事業部長
兼 同事業部 技師長
兼 同事業部 ビジネスオペレーションセン
ター長
兼 J&K ビジネスソリューション(株) 代表
取締役社長
兼 統合シナジー推進部 生産改革担当 統括
マネジャー
兼 ケンウッド 取締役

取締役 ビジネス･ソリューション事業部長
兼 J&K ビジネスソリューション(株) 代表
取締役社長
兼 統合シナジー推進部 生産改革担当 統括
マネジャー
兼 ケンウッド 取締役

吉村 具彦

取締役（新任）

ケンウッド 取締役 生産･調達部長

坂本 隆義

足立 元美

鈴木 雅之

栗原 直一
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（2）ケンウッド
氏名

新職務

現職務

小林 順二

取締役 米州統括機構 統括責任者
兼 Kenwood U.S.A. Corporation 社長
兼 JVC Americas Corp. 取締役 カーエレ
クトロニクスカンパニー社長

取締役 米州統括機構 統括責任者
兼 Kenwood U.S.A. Corporation 社長

吉村 具彦

（退任）

取締役 生産･調達部長

（3）当社
氏名

新職務

現職務

今井 正樹

経営戦略部長付
兼 経営戦略部 ビクター経営企画担当 統括
マネジャー
兼 ビクター 取締役 社長補佐
兼 同社 ソフト･エンタテインメント事業部
長

ビクター 取締役 経営企画部長
兼 同社 ソフト･エンタテインメント事業部
長
兼 経営戦略部長付（戦略企画）

ケンウッド 取締役 人事総務部長

水野 直正

コーポレート戦略部長付
兼 コーポレート戦略部 ケンウッド人事総
務担当 統括マネジャー
兼 ケンウッド 取締役

吉村 具彦

統合シナジー推進部付（ビクター調達担当） ケンウッド 取締役 生産･調達部長
兼 ビクター 取締役（新任）

山谷 有一

統合シナジー推進部付（J&K カーエレクト
ロニクス調達担当）
兼 J&K カーエレクトロニクス 取締役

J&K カーエレクトロニクス 取締役 生産･
調達本部長

2. 監査役の退任
（1）ビクター
氏名

新職務

現職務

庄山 範行

当社 監査役（社外監査役）
（兼務のビクター社外監査役を退任）

当社 監査役（社外監査役）
兼 監査役（社外監査役）

加藤 英明

当社 監査役
（兼務のビクター社外監査役を退任）

当社 監査役
兼 監査役（社外監査役）

（2）ケンウッド
氏名

新職務

現職務

黒崎 功一

当社 監査役（社外監査役）
（兼務のケンウッド社外監査役を退任）

当社 監査役（社外監査役）
兼 監査役（社外監査役）

土谷 繁晴

当社 監査役
（兼務のケンウッド社外監査役を退任）

当社 監査役
兼 監査役（社外監査役）

（3）J&K カーエレクトロニクス
氏名
久保田 隆博

新職務

現職務

（退任）

監査役

3. 組織変更
（1）ビクター
①「事業部」と事業部傘下の「統括部」の 2 階層としていた各事業部門を 1 階層化し、階層を減らしてフラ
ットな事業運営体制とします。これにより、
「ビジネス･ソリューション事業部」
、
「イメージング事業部」
、
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「ソフト･エンタテインメント事業部」
、
「パーソナル AV 統括部」
、
「AV コミュニケーション統括部」
、
「プ
ロジェクター統括部」
、
「ホームシアター統括部」の 3 事業部、4 統括部体制（いずれも社長直轄）とし、
各事業部に技術、品質、技術全般に責任を負う技師長の職務を新設します。
②今後の成長に向けて、新事業創造担当および新興市場事業開発担当の職務を新設し、また、欧州における
各種改革の推進と販売体制の強化に向けて、欧州改革特命担当の職務を新設します。

（2）ケンウッド、J&K カーエレクトロニクス
①米州におけるカーエレクトロニクス事業の一層の強化に向けて、ビクターの米州統括子会社である JVC
Americas Corp.傘下のカーエレクトロニクス部門を再編成し、カーエレクトロニクスカンパニーを新設し
ます。このカーエレクトロニクスカンパニーの社長をケンウッドにおける米州統括機構の統括責任者が兼
務し、米州でのケンウッドとビクターのカーエレクトロニクス販売は従来どおりブランドごとに運営しな
がら、マーケティングの統合戦略を推進します。
②J&K カーエレクトロニクスにおいて、市場成長が顕著な中国でディーラーオプションを含むカーエレクト
ロニクスの OEM 事業および市販事業の拡大をはかるため、
「中国戦略室」を新設します。
以 上
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