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2021年2月26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 社長執行役員 最高経営責任者（CEO） 

江口 祥一郎 

 （コード番号6632 東証第一部） 

問合せ先 企業コミュニケーション部長 

遠藤 勇 

 （TEL 045-444-5232） 

 

本年定時株主総会後の新経営体制ならびに2021年4月1日付執行体制および組織変更について 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、本年6月下旬に開催予定の当社第13回定時株主総会

に付議する取締役候補者9名および監査役候補者1名ならびに2021年4月1日付の執行体制および組織変更につ

いて決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．本年定時株主総会後の新経営体制について 

当社は、本年6月下旬に開催予定の第13回定時株主総会に付議する取締役候補者9名および監査役候補者1名

について決議いたしました。 

 

①取締役候補 

氏名  新 現 

岩田 眞二郎 （重任） 社外取締役*、取締役会議長 社外取締役 

江口 祥一郎 （重任） 代表取締役 （同左） 

野村 昌雄 （重任） 代表取締役 取締役 

宮本 昌俊 （重任） 代表取締役 取締役 

鈴木 昭 （重任） 取締役 （同左） 

栗原 直一 （再任） 取締役 － 

園田 剛男 （重任） 取締役 （同左） 

浜崎 祐司 （重任） 社外取締役* （同左） 

鬼塚 ひろみ （新任） 社外取締役* － 

*会社法第2条第15号に定める「社外取締役」です。 

※第13回定時株主総会後に開催する取締役会で、江口 祥一郎、野村 昌雄および宮本 昌俊の3氏は、代表

取締役として選定され、岩田 眞二郎氏は取締役会議長として選任する予定です。 

 

※ご参考 

退任取締役 

氏名 新 現 

辻 孝夫 特別顧問 代表取締役 

阿部 康行 － 社外取締役*、取締役会議長 

*会社法第2条第15号に定める「社外取締役」です。 
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②監査役候補 

氏名  新 現 

藤岡 哲哉 （新任） 社外監査役* － 

*会社法第2条第16号に定める「社外監査役」です。 

 

※ご参考 

退任監査役 

氏名 新 現 

藤田 聡 － 常勤監査役 

 

 

２．2021年4月1日付執行体制について 

当社は、2021年4月1日付で新たな執行体制を以下のとおり発足いたします。 

 

①重任執行役員 

※下線は変更箇所です。 

氏名 新 現 

江口 祥一郎*1 社長執行役員 最高経営責任者（CEO※1） （同左） 

野村 昌雄*1 専務執行役員 オートモーティブ分野責任

者、IT部担当、事業改革担当 

専務執行役員 オートモーティブ分野責任

者、同分野 OEM事業部長、DX※2ビジネ

ス事業部担当、IT部担当 

宮本 昌俊*1 専務執行役員 最高財務責任者（CFO※3） （同左） 

鈴木 昭*2 

 

専務執行役員 パブリックサービス分野責

任者、経営基盤改革室長 

（同左） 

栗原 直一*2 常務執行役員 コーポレート部門担当（人

事部、総務部、秘書室、サステナビリ

ティ推進室担当）、EMEA※4総支配人 

（同左） 

髙田 伸一 常務執行役員 コーポレート部門担当補佐

（企業コミュニケーション部担当）、経営

企画部長 

常務執行役員 コーポレート部門担当補佐

（企業コミュニケーション部、ブランド

プロモーション部）、経営企画部長 

寺田 明彦 執行役員 中国総代表 （同左） 

林 和喜 執行役員 オートモーティブ分野責任者補

佐（DXビジネス事業部担当）、事業組織

改革担当 

執行役員 メディアサービス分野責任者 

村岡 治 執行役員 米州総支配人、APAC※5総支配

人、海外事業強化担当 

執行役員 米州総支配人 

関谷 直樹 執行役員 オートモーティブ分野 アフ

ターマーケット事業部長、国内マーケ

ティング本部長 

執行役員 オートモーティブ分野 アフ

ターマーケット事業部長 

*1：代表取締役、*2：取締役 

※1：Chief Executive Officer、※2：Digital Transformation、※3：Chief Financial Officer、※4：Europe, Middle-

East and Africa、※5：Asia Pacific 
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②昇格執行役員 

※下線は変更箇所です。 

氏名 新 現 

園田 剛男*1 常務執行役員 最高技術責任者（CTO※

1）、技術開発部担当、ものづくり革新部

担当、知的財産部担当、法務部担当、調

達・物流管理部担当 

執行役員 最高技術責任者（CTO※1）、技

術開発部担当、ものづくり革新部担当、

知的財産部担当、法務部担当、調達・物

流管理部担当 

*1：取締役 

※1：Chief Technology Officer 

 

③新任執行役員 

※下線は変更箇所です。 

氏名 新 現 

岩崎 初彦 執行役員 メディアサービス分野責任者、

同分野 メディア事業部長 

メディアサービス分野 メディア事業部長 

佐藤 勝也 執行役員 パブリックサービス分野 無線

システム事業部長 

パブリックサービス分野 無線システム事

業部長 

 

④退任執行役員 

 

氏名 新 現 

新井 卓也 顧問 常務執行役員 APAC総支配人 

 

 

３．2021年4月1日付組織変更について 

・従来のブランドプロモーション部を企業コミュニケーション部に統合します。 

・国内営業を統括する「国内マーケティング本部」を新設します。 

・その他の組織変更については決定次第お知らせいたします。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

（ご参考） 

2021年4月1日時点の役員（執行役員を含む）一覧 

氏名 役職 

辻 孝夫 代表取締役会長 

阿部 康行 社外取締役 取締役会議長、指名・報酬諮問委員会 委員 

江口 祥一郎 代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者（CEO）、指名・報酬諮問委員会 委員 

野村 昌雄 取締役 専務執行役員 オートモーティブ分野責任者、IT部担当、事業改革担当 

宮本 昌俊 取締役 専務執行役員 最高財務責任者（CFO） 

鈴木 昭 取締役 専務執行役員 パブリックサービス分野責任者、経営基盤改革室長 

園田 剛男 取締役 常務執行役員 最高技術責任者（CTO）、技術開発部担当、ものづくり革新部担当、知

的財産部担当、法務部担当、調達・物流管理部担当 

岩田 眞二郎 社外取締役、指名・報酬諮問委員会 委員長 

浜崎 祐司 社外取締役、指名・報酬諮問委員会 委員 

 

氏名 役職 

藤田 聡 常勤監査役 

今井 正樹 常勤監査役 

齊藤 勝美 社外監査役 

栗原 克己 社外監査役 

 

氏名 役職 

栗原 直一 常務執行役員 コーポレート部門担当（人事部、総務部、秘書室、サステナビリティ推進室担

当）、EMEA総支配人 

髙田 伸一 常務執行役員 コーポレート部門担当補佐（企業コミュニケーション部担当）、経営企画部長 

寺田 明彦 執行役員 中国総代表 

林 和喜 執行役員 オートモーティブ分野責任者補佐（DXビジネス事業部担当）、事業組織改革担当 

村岡 治 執行役員 米州総支配人、APAC総支配人、海外事業強化担当 

関谷 直樹 執行役員 オートモーティブ分野 アフターマーケット事業部長、国内マーケティング本部長 

岩崎 初彦 執行役員 メディアサービス分野責任者、同分野 メディア事業部長 

佐藤 勝也 執行役員 パブリックサービス分野 無線システム事業部長 
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（ご参考） 

１．新任取締役候補者の略歴 

氏名：栗原 直一（くりはら なおかず） 

生年月日：1958年2月8日 

1981年 4月 日本ビクター株式会社（現 当社）入社 

2002年 10月 JVC COMPANY OF AMERICA 取締役社長 

2006年 6月 日本ビクター株式会社 アジア中近東カンパニー 中東営業所長、南アフリカ駐在事務所長、

JVC Gulf FZE 取締役社長 

2008年 6月 JVC ASIA Pte. Ltd. 取締役社長 

2010年 6月 日本ビクター株式会社 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 

2011年 10月 当社 取締役 執行役員常務、業務執行役員 SOO※1 ホーム&モバイル事業グループ COO※2 補佐

（イメージング事業、プロジェクター事業、海外事業）、同グループ プロジェクター統括部長 

2012年 6月 当社 取締役 執行役員常務 CRO※3 補佐、業務執行役員 ホーム&モバイル事業グループ 最高業

務執行責任者（COO） 

2013年 9月 当社 取締役 執行役員上席常務 CRO補佐、総務部長、イメージング事業部長 

2014年 5月 当社 取締役 執行役員 日本CEO※4 

2017年 4月 当社 常務執行役員 米州総支配人 

2020年 4月 当社 常務執行役員 コーポレート部門担当（人事部、総務部、秘書室、サステナビリティ推進

室担当）、EMEA※5総支配人（現任） 

※1：Senior Operating Officer、※2：Chief Operating Officer、※3：Chief Risk Officer、※4：Chief Executive 

Officer、※5：Europe, Middle East and Africa 

 

氏名：鬼塚 ひろみ（おにつか ひろみ） 

生年月日：1952年4月19日 

1976年 4月 東京芝浦電機株式会社（現 株式会社東芝）入社 

2005年 4月 東芝メディカルシステム株式会社（現 キヤノンメディカルシステムズ株式会社） 検体検査シ

ステム事業部長 

2009年 6月 同社 常務執行役員 マーケティング統括責任者 兼 検体検査システム事業部長 

2010年 4月 同社 常務執行役員 マーケティング統括責任者 兼 経営監査室長 

2011年 6月 同社 非常勤嘱託 

2012年 6月 ヤフー株式会社（現 Ｚホールディングス株式会社） 常勤監査役 

2015年 6月 同社 社外取締役（独立役員） 常勤監査等委員（現任） 

2018年 6月 株式会社イーブックイニシアティブジャパン 監査役（現任） 

2019年 10月 ヤフー株式会社 監査役（現任） 

2020年 6月 東京エレクトロンデバイス株式会社 社外取締役（独立役員）（現任） 

 

 

２．新任監査役候補者の略歴 

氏名：藤岡 哲哉（ふじおか てつや） 

生年月日：1958年9月29日 

1981年 4月 日本電気株式会社 入社 

2002年 4月 ＮＥＣソリューションズ株式会社 経理部・営業経理部長、エヌイーシーリース株式会社（現 

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社） 社外監査役（兼務） 

2007年 6月 ＮＥＣヨーロッパ社（ロンドン）出向 CFO 

2010年 4月 日本電気株式会社 財務部長 

2010年 6月 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 社外取締役（兼務） 

2013年 4月 日本電気株式会社 理事 兼 財務部長 

2014年 5月 同社 理事 

2014年 6月 同社 監査役（2018 年 6 月退任）、公益社団法人ＮＥＣ Ｃ＆Ｃ財団 監事、一般社団法人産業

競争力懇談会 監事、公益社団法人芝法人会 副会長 

2018年 6月 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 嘱託（エグゼクティブコンサルタント） （2020 年

6月退任） 
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３．新任執行役員の略歴 

氏名：岩崎 初彦（いわさき はつひこ） 

生年月日：1963年4月7日 

1988年 4月 株式会社ケンウッド（現 当社）入社 

2006年 4月 同社 ホームエレクトロニクス事業部 企画技術部長 

2008年 4月 同社 戦略技術開発センター 新事業開発室長 

2008年 10月 同社 ホームエレクトロニクス事業統括部 企画技術部長 

2009年 7月 日本ビクター株式会社（現 当社） ホーム・エンタテインメント事業部 パーソナル AV 統括部 

シニアマネジャー 

2011年 10月 当社 HM※1事業グループ HAV※2事業部 PAV※3統括部 事業推進部長 

2013年 6月 当社 オーディオ事業部 技術統括部長 

2015年 10月 株式会社ケンウッド・ホームエレクトロニクス（現 当社） 代表取締役社長 

2017年 6月 当社 メディア事業部 プロダクツビジネスユニット 専任主幹 

2018年 4月 当社 メディア事業部 ライフスタイルビジネスユニット 部長 

2020年 4月 当社 メディア事業部長（現任） 

※1：ホーム＆モバイル、※2：ホーム オーディオ ビジュアル、※3：パーソナル オーディオ ビジュアル 

 

氏名：佐藤 勝也（さとう かつや） 

生年月日：1968年3月19日 

1992年 4月 株式会社ケンウッド（現 当社）入社 

2012年 4月 当社 コミュニケーションズ事業部 プロダクトマネジメント部シニアエンジニアリングスペ

シャリスト、Kenwood U.S.A. Corporation（現 JVCKENWOOD USA Corporation）出向 

2013年 6月 当社 コミュニケーションズ事業部 プロダクトマネジメント統括部長 

2014年 5月 当社 プロフェッショナルシステムセグメント コミュニケーションズ ビジネスユニット長 

2015年 4月 当社 プロフェッショナルシステムセグメント長付、EF Johnson Technologies, Inc. 取締役 

2016年 4月 当社 無線システム事業部 P25戦略開発センター長 

2017年 4月 当社 無線システム事業部 技術本部 P25ソフトウェア開発部長 

2018年 7月 当社 無線システム事業部 技術本部長 

2020年 4月 当社 無線システム事業部長（現任） 

 

 


