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NEWS RELEASE 

 

  
2021年３月８日 

 各    位 

 

会 社 名 株 式 会 社 今 仙 電 機 製 作 所 

代 表 者 
代 表 取 締 役 

社 長 執 行 役 員 
櫻井 孝充 

（コード番号：7266 東証・名証第一部） 

問 い 合 せ 先 
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ経営事業部 

執 行 役 員 
井上 達嗣 

Ｔ Ｅ Ｌ ０５６８－６７－１２１１ 

 

組織変更及び役員等の異動に関するお知らせ 

 

2021年３月８日開催の当社取締役会決議において、組織変更及び役員等の異動を実施いたしますので、お

知らせいたします。 

 

 
記 

 

１． 組織変更（2021年４月１日付） 

（１）本部の名称を変更する。 

・「グローバル開発センター」を「新事業開発本部」とする。 

・「グローバル経営事業部」を「グローバル経営事業本部」とする。 

・「管理統括部」を「管理本部」とする。 

・「シート・電装事業部」を「シート・電装事業本部」とする。 

・「電子事業部」を「電子事業本部」とする。 

（２）部門変更 

・「シート・電装事業部 製造部（岐阜工場）」を「シート・電装事業本部 第一製造部（岐阜工場）」 

とする。 

・「シート・電装事業部 製造部（名古屋工場）」を「シート・電装事業本部 第二製造部（名古屋・

春里・八百津工場）」とする。 

・「シート・電装事業部 製造部（岡山工場）」を「シート・電装事業本部 第三製造部（岡山工場）」

とする。 

・「電子事業本部」に「広島品質保証部」を置く。 

 

 

 

下線が変更点 

２． 取締役及び執行役員の業務分掌（2021年４月１日付） 

 

氏 名 新 職 現 職 

櫻井 孝充 

（さくらい たかみつ） 

代表取締役社長執行役員 

最高執行責任者 

新事業開発本部 本部長 

代表取締役社長執行役員 

最高執行責任者 

グローバル開発センター 統括 
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佐竹 克幸 

（さたけ かつゆき） 

取締役常務執行役員 

グローバル経営事業本部 本部長 

国内・海外関係会社 統括 

取締役常務執行役員 

グローバル経営事業部 統括 

国内・海外関係会社 統括 

丹羽 良仁 

（にわ よしひと） 

取締役常務執行役員 

管理本部 本部長 

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ、ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ、 

ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、ESG 統括 

取締役常務執行役員 

管理統括部長 

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ、ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ、 

ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、ESG 統括 

木村 学二 

（きむら がくじ） 

取締役執行役員 

シート・電装事業本部 本部長 

 購買 担当 

取締役執行役員 

シート・電装事業部長 

シート・電装事業部 購買 担当 

藤田 善久 

（ふじた よしひさ） 

取締役執行役員 

シート・電装事業本部 副本部長 

営業 統括、営業（東京・本社）

担当 

 

取締役執行役員 

シート・電装事業部 副事業部長

（営業統括）、 

 シート・電装事業部 営業（東

京・本社）担当 

山野上 耕一 

（やまのうえ こういち） 

取締役執行役員 

電子事業本部 本部長 

取締役執行役員 

電子事業部長 

木澤 豊 

（きざわ ゆたか） 

常務執行役員 

シート・電装事業本部  

事業統括 担当 

ﾃｲ･ｴｽ ﾃｯｸ株式会社 参与 

（2021年４月１日付  

同社執行役員に就任予定） 

宮本 秀幸 

（みやもと ひでゆき） 

 執行役員 

 電子事業本部 

 業務プロジェクト・営業 担当 

 業務プロジェクト 部長 

 広島営業部 部長 

 執行役員 

 電子事業部 営業 担当 

業務プロジェクト 担当 

広島営業部 部長 

 

青木 義仁 

（あおき よしひと） 

 執行役員 

 シート・電装事業本部 品質 担当 

 電子事業本部 品質 担当 

 広島品質保証部 部長 

 執行役員 

 シート・電装事業部 

品質・製造（岡山・九州）担当 

 

三輪 真揮 

（みわ まさき） 

 執行役員 

 新事業開発本部 担当 

 電子事業本部 設計・製造 担当 

 広島設計部 部長 

 執行役員 

 電子事業部 設計・製造 担当 

グローバル開発センター 担当 

 

伊藤 利明 

（いとう としあき） 

執行役員 

シート・電装事業本部 

製造 担当 

 

執行役員 

シート・電装事業部 

製造（名古屋・岐阜）担当 

製造部（岐阜工場） 部長 
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本田 慎治 

（ほんだ しんじ） 

執行役員 

シート・電装事業本部 

営業（栃木）担当 

栃木営業部 部長 

執行役員 

 シート・電装事業部 

営業（栃木）担当 

栃木営業部 部長 

井上 達嗣 

（いのうえ たつし） 

執行役員 

グローバル経営事業本部 

グローバル経営事業 担当 

執行役員 

グローバル経営事業部 担当 

 

関 浩己 

（せき ひろみ） 

執行役員 

シート・電装事業本部 

設計・生産技術 担当 

執行役員 

シート・電装事業部 

設計・生産技術 担当 

稲山 達也 

（いなやま たつや） 

 執行役員 

 管理本部 総務・経理 担当 

 

 執行役員 

 管理統括部 総務・経理 担当 

総務部 部長 

 

 
３．取締役の異動、業務分掌の変更（2021年６月付） 

 

氏 名 新 職 2021年４月１日時点 

佐竹 克幸 

（さたけ かつゆき） 

取締役専務執行役員 

グローバル経営事業本部 本部長 

国内・海外関係会社 統括 

取締役常務執行役員 

グローバル経営事業本部 本部長 

国内・海外関係会社 統括 

堀部 修一 

（ほりべ しゅういち） 

取締役執行役員 

ｲﾏｾﾝ ﾋﾞｭｻｲﾗｽ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ｲﾝｸ 

取締役社長 

執行役員 

ｲﾏｾﾝ ﾋﾞｭｻｲﾗｽ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ｲﾝｸ 

取締役社長 

藤田 善久 

（ふじた よしひさ） 

執行役員 

シート・電装事業本部 

営業（東京・本社）担当 

 

取締役執行役員 

シート・電装事業本部 副本部長 

営業 統括、営業（東京・本社）

担当 

 

 
４．部長人事（2021年４月１日付） 

 

氏 名 新 職 現 職 

各務 雅之 

（かがみ まさゆき） 

管理本部 

総務部 部長 

管理統括部 

総務部 人事教育課 課長 

松本 一利 

（まつもと かずとし） 

シート・電装事業本部 

本社営業部 部長 
ｲﾏｾﾝ ﾋﾞｭｻｲﾗｽ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ｲﾝｸ出向 
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内藤 敏昭 

（ないとう としあき） 

シート・電装事業本部 

東京営業部 部長 

シート・電装事業部 

本社営業部 部長 

西岡 充宜 

（にしおか みつのぶ） 

シート・電装事業本部 

品質保証部 部長 

（工場品質責任者、シート・電装 

担当） 

シート・電装事業部 

本社設計部 設計一課 課長 

 

 

斉藤 将明 

（さいとう まさあき） 

シート・電装事業本部 

第一製造部（岐阜工場）部長 

シート・電装事業部 

製造部（名古屋工場）部長 

大西 道行 

（おおにし みちゆき） 

シート・電装事業本部 

第二製造部（名古屋・春里・八百

津工場）部長 

シート・電装事業部 

製造部（岐阜工場） 

八百津生産課 課長 

浅野 正英 

（あさの まさひで） 

シート・電装事業本部 

第三製造部（岡山工場）部長 

シート・電装事業部 

製造部（岡山工場）部長 

 

 
以上 
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（ご参考） 

役員体制および業務分掌【 2021年４月１日付 】 

取締役会長 足立  隆  

 

代表取締役社長執行役員 櫻井 孝充 最高執行責任者 

新事業開発本部 本部長 

取締役常務執行役員 佐竹 克幸 グローバル経営事業本部 本部長 

国内・海外関係会社 統括 

取締役常務執行役員 丹羽 良仁 管理本部 本部長 

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ、ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ、ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、ESG 統括 

取締役執行役員 木村 学二 シート・電装事業本部 本部長 

購買 担当 

取締役執行役員 藤田 善久 シート・電装事業本部 副本部長 

営業 統括、営業（東京・本社）担当 

取締役執行役員 山野上 耕一 電子事業本部 本部長 

社外取締役 永井 康雄  

社外取締役 鈴木 雄二  

常勤監査役 真下 英敏  

常勤監査役 奥田 朋近  

社外監査役 宮澤 俊夫  

社外監査役 長谷川 周義  

   

常務執行役員（就任） 木澤  豊 シート・電装事業本部 事業統括 担当 

執行役員 丸山 博之 ｲﾏｾﾝ ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｭｱﾘﾝｸﾞ(ﾀｲﾗﾝﾄﾞ)ｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 取締役社長 

執行役員 堀部 修一 ｲﾏｾﾝ ﾋﾞｭｻｲﾗｽ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ｲﾝｸ 取締役社長 

執行役員 宮本 秀幸 電子事業本部 業務プロジェクト・営業 担当 

業務プロジェクト 部長 

広島営業部 部長 

執行役員 森田 則之 ｲﾏｾﾝ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｭｱﾘﾝｸﾞ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 取締役社長 

執行役員 青木 義仁 シート・電装事業本部 品質 担当 

電子事業本部 品質 担当 

広島品質保証部 部長 

執行役員 三輪 真揮 新事業開発本部 新事業開発 担当 

電子事業本部 設計・製造 担当 

広島設計部 部長 

執行役員 森  誠一 広州今仙電機有限公司 董事長 

執行役員 伊藤 利明 シート・電装事業本部 製造 担当 

執行役員 本田 慎治 シート・電装事業本部 営業（栃木）担当 

栃木営業部 部長 

執行役員 井上 達嗣 グローバル経営事業本部 グローバル経営事業 担当 

執行役員 関  浩己 シート・電装事業本部 設計・生産技術 担当 

執行役員 稲山 達也 管理本部 総務・経理 担当 
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役員体制および業務分掌【 2021年６月開催予定の定時株主総会日付 】 
 

代表取締役社長執行役員 櫻井 孝充 最高執行責任者 

新事業開発本部 本部長 

取締役専務執行役員（昇格） 佐竹 克幸 グローバル経営事業本部 本部長 

国内・海外関係会社 統括 

取締役常務執行役員 丹羽 良仁 管理本部 本部長 

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ、ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ、ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、ESG 統括 

取締役執行役員 木村 学二 シート・電装事業本部 本部長 

購買 担当 

取締役執行役員 山野上 耕一 電子事業本部 本部長 

取締役執行役員（就任） 堀部 修一 ｲﾏｾﾝ ﾋﾞｭｻｲﾗｽ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ｲﾝｸ 取締役社長 

社外取締役 永井 康雄  

社外取締役（就任） 亀山 恭一  

社外取締役（就任） 和田 浩美  

常勤監査役 真下 英敏  

常勤監査役 奥田 朋近  

社外監査役 宮澤 俊夫  

社外監査役 長谷川 周義  

   

常務執行役員 木澤  豊 シート・電装事業本部 事業統括 担当 

執行役員（就任） 藤田 善久 シート・電装事業本部 営業（東京・本社）担当 

執行役員 丸山 博之 ｲﾏｾﾝ ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｭｱﾘﾝｸﾞ(ﾀｲﾗﾝﾄﾞ)ｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 取締役社長 

執行役員 宮本 秀幸 電子事業本部 業務プロジェクト・営業 担当 

業務プロジェクト 部長 

広島営業部 部長 

執行役員 森田 則之 ｲﾏｾﾝ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｭｱﾘﾝｸﾞ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 取締役社長 

執行役員 青木 義仁 シート・電装事業本部 品質 担当 

電子事業本部 品質 担当 

広島品質保証部 部長 

執行役員 三輪 真揮 新事業開発本部 新事業開発 担当 

電子事業本部 設計・製造 担当 

広島設計部 部長 

執行役員 森  誠一 広州今仙電機有限公司 董事長 

執行役員 伊藤 利明 シート・電装事業本部 製造 担当 

執行役員 本田 慎治 シート・電装事業本部 営業（栃木）担当 

栃木営業部 部長 

執行役員 井上 達嗣 グローバル経営事業本部 グローバル経営事業 担当 

執行役員 関  浩己 シート・電装事業本部 設計・生産技術 担当 

執行役員 稲山 達也 管理本部 総務・経理 担当 

 


