
2021年3月11日

各　位
会 社 名　 デ  ン  ヨ  ー  株 式 会 社
代表者名　 代表取締役社長  白 鳥　昌一
（コード番号　 ６５１７　 東証第一部）

１．組織変更（４月１日付）

・営業部門海外営業ユニットを国際営業ユニットに改称する。

・グローバルマーケティング室を営業部門国際営業ユニットへ移管し、海外営業戦略室に改称する。

・営業部門国内営業ユニット直需部を営業部門国際営業ユニットへ移管する。

２．人事異動

・４月１日付

■取締役、執行役員の担務変更

氏　　名 新　職 旧　職

江藤　陽二 代表取締役会長
代表取締役副社長執行役員 グローバルマーケ
ティング室・生産部門・海外製造子会社管掌

水野　恭男
取締役専務執行役員 営業部門・海外販売子会社
管掌

取締役専務執行役員 営業部門長 兼 海外営業
ユニット統括 兼 海外販売子会社管掌

兎澤　俊哉 取締役（デンヨー興産㈱ 代表取締役社長） 取締役常務執行役員 管理部門長

吉永　隆法
取締役上席執行役員 開発部門長 兼 生産部門・
海外製造子会社管掌

取締役執行役員 開発部門長

山田　正雄 取締役上席執行役員 品質管理部門長 取締役執行役員 品質管理部門長

森山　兼作
常務執行役員 営業部門長 兼 国内営業ユニット
統括

常務執行役員 営業部門副部門長 兼 国内営業
ユニット統括

田邊　　誠 上席執行役員 管理部門長 上席執行役員 経営企画室長

野中美智夫 （ニシハツ㈱ 代表取締役社長） 上席執行役員 生産部門長

布上　幸夫 上席執行役員 営業部門 西日本営業部長 執行役員 営業部門 西日本営業部長

石倉　克巳 上席執行役員 営業部門 販売促進部長
執行役員 営業部門 販売促進部長 兼 非常用
発電機課長

宮元　俊樹 執行役員 生産部門長 執行役員 生産部門 製造部長

窪　　和義 執行役員 管理部門 人事部長 兼 総務部管掌 執行役員 管理部門 総務部長 兼 人事部長

大友　建一
執行役員 営業部門 国際営業ユニット統括 兼
海外営業第一部長

執行役員 営業部門 海外営業第一部長

■新任執行役員

氏　　名 新　職 旧　職

藤本庄一郎 執行役員 経営企画室長 営業部門 営業企画部長

塚﨑　裕一 執行役員 生産部門 製造部長 兼 総務課長 生産部門 製造部副部長 兼 総務課長

組織変更及び役員等の異動に関するお知らせ

　当社は、下記の通り組織変更及び役員等の異動を行いますので、お知らせいたします。

記
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■社員の人事異動（部長級の異動）

氏　　名 新　職 旧　職

池田　隆敏 営業部門 海外営業戦略室長 グローバルマーケティング室長

嶋津　智郎 管理部門 総務部長 兼 総務部課長 管理部門 総務部課長

大野　恵一 営業部門 営業企画部長 兼 営業企画課長 営業部門 営業企画部 営業企画課長

平田　克行 デンヨー興産㈱出向（エンジニアリング部長）
デンヨー興産㈱出向（エンジニアリング部担当
部長）

大原　昭憲 デンヨー興産㈱出向（部品部長） デンヨー興産㈱出向（部品部課長）

３．役員人事

・６月２９日付

■新任予定取締役

氏　　名 新　職 旧　職

森山　兼作
取締役 常務執行役員 営業部門長 兼 国内営業
ユニット統括 兼 海外販売子会社管掌

常務執行役員 営業部門長 兼 国内営業ユニット
統括

田邊　　誠 取締役 上席執行役員 管理部門長 上席執行役員 管理部門長

名執　雅子 社外取締役 －

　（注）新任予定取締役の略歴は別紙

■退任予定取締役

氏　　名 新　職 旧　職

久保山英明 相談役 取締役相談役

水野　恭男 顧問
取締役専務執行役員 営業部門・海外販売子会社
管掌

兎澤　俊哉 退任（デンヨー興産㈱ 代表取締役社長） 取締役（デンヨー興産㈱ 代表取締役社長）

高田　晴仁 退任 社外取締役

４．グループ会社の役員等の異動

デンヨー興産株式会社

■役員人事（４月１日付）

新　職 旧　職

加藤　　智 取締役 代表取締役社長

兎澤　俊哉 代表取締役社長 取締役

■役員人事（６月２２日付）

・新任予定取締役

氏　　名 新　職 旧　職

古田　禎久 取締役 商事部長 商事部長

・退任予定取締役

氏　　名 新　職 旧　職

加藤　　智 顧問 取締役
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ニシハツ株式会社

■役員人事（４月１日付）

氏　　名 新　職 旧　職

有満　文俊 代表取締役会長 代表取締役社長

野中美智夫 代表取締役社長 (デンヨー㈱ 上席執行役員)

多久島正伸 常務取締役 常務取締役 生産部門長

山口　浩寿 常務取締役 生産部門長 兼 品質管理部長 取締役 営業部門長 兼 第二営業部長

青木　弘治 取締役 社長補佐 取締役 品質管理部門長

堀田　哲生 取締役 営業部門長 兼 第一営業部長 取締役 第三営業部長

■役員人事（６月１４日付）

・新任予定取締役

氏　　名 新　職 旧　職

馬場﨑和久 取締役 メンテナンス部長 メンテナンス部長

・退任予定取締役

氏　　名 新　職 旧　職

多久島正伸 退任 常務取締役

以　上

～～～本件に関するご照会先～～～

デンヨー株式会社 経営企画室 田邊
電話：０３－６８６１－２３０４
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【別紙】

〈新任取締役候補の経歴〉

氏　　名
（生年月日）

森山　兼作

（1958年5月7日生）

田邊　　誠

（1961年8月27日生）

名執　雅子

（1961年3月11日生）

2020年10月 日本電気株式会社 顧問(現任)

2014年7月　法務省 大臣官房 施設課長

2016年6月　法務省 大臣官房審議官（矯正局担当）

2017年7月　法務省 人権擁護局長

2018年9月　法務省 矯正局長

2020年1月　法務省退官

2021年4月　上席執行役員 管理部門長

1983年4月　法務省入省

2011年4月　法務省 矯正局 少年矯正課長

2013年1月　法務省 矯正局 総務課長

2011年4月　執行役員 管理部門 人事部長

2013年4月　執行役員 管理部門 総務部長 兼 人事部長

2015年4月　執行役員 管理部門 総務部長 兼 財務部長

2018年4月　上席執行役員 管理部門 経営企画部長 兼 財務部長

2020年4月　上席執行役員 経営企画室長

2021年4月　常務執行役員 営業部門長 兼 国内営業ユニット統括

1984年4月　第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）入社         

2008年4月　当社管理部門 人事部長

2009年7月　管理部門 人事部長 兼 総務部長

2012年4月　営業部門 東日本営業部長

2013年4月　執行役員 営業部門 東日本営業部長

2016年4月　執行役員 営業部門 国内営業ユニット統括 兼 東日本営業部長

2019年4月　上席執行役員 営業部門 副部門長 兼 国内営業ユニット統括

2020年4月　常務執行役員 営業部門 副部門長 兼 国内営業ユニット統括

略　　歴

1979年4月　当社入社
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