
  

２０１２年３月２９日 

（１／７） 

    役員人事および職制改正について 
 

ダイハツ工業（株）は、３月３１日付と４月１日付で執行役員の異動および職制改正

を行う。 

記 

１．新任執行役員（３名）（４月１日付で実施） 

      星加 宏昌 

      上田 亨 

泉谷 卓司 

 

２．役付執行役員の変更（３名）（４月１日付で実施） 

堀井 仁  （上級執行役員） 

入江 誠  （上級執行役員） 

森田 益充 （上級執行役員）  

        ※いずれも執行役員からの昇任 

 

３．退任執行役員（３名）（３月３１日付で実施） 

      松林 淳 

      多田 修 

      白川 敬一 

 

４．組織改正（４月１日付で実施） 

（１） 技術本部 

◆市場・競合の変化に対応するための開発力・競争力強化をねらいに現組織を見直し。

製品企画部と開発部に再編。 

＜改正後＞                 ＜改正前＞ 

製品企画部                 プラットフォーム開発部 

開発部                   車両開発部 

 

 



（２／７） 

（２） 生産本部 

◆生産技術機能の強化をねらいとしてユニット生技部と車両生技部を「生産技術部」

として統合。 

＜改正後＞                  ＜改正前＞ 

生産技術部                  ユニット生技部 

                        車両生技部 

 

（３） トヨタ事業本部 

◆対トヨタ窓口業務の強化のため、「トヨタ事業本部」を新設のうえ、商品企画本部

からＢＲ・トヨタ事業室を移管し、名称を「トヨタ事業室」に変更。 

 

（４） 営業本部（国内） 

◆海外事業強化に向けた国内／海外相互のノウハウ共有への体制作りのため、本部付

で「グローバル営業グループ」を新設。 

◆地域統括部を地域戦略強化に向けた組織に見直し。これに伴い、地域統括部から国

内営業部に名称変更。 

＜改正後＞                 ＜改正前＞ 

国内営業部                 地域統括部 

 

（５） グループＣＦ本部 

◆現コーポレート本部を以下に再編。 

＜改正後＞                   ＜改正前＞ 

グループＣＦ部                  総合企画部 

    コーポレート室（本部付）              リソーセス開発推進部 

    オフィスサポートセンター（本部付）           

    広報・渉外室（本部付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３／７） 

５．役員の組織担当の変更（４月１日付で実施） 

（１）取締役 

氏名 新 旧 

三井 正則 取締役副社長 

国内事業(管掌) 

調達本部 

技術本部 

商品企画本部 

生産本部 

品質本部 

トヨタ事業本部 

営業本部 

環境室 

トヨタ事業本部(本部長) 

取締役副社長 

技術本部(本部長) 

品質統括本部(本部長) 

調達本部(管掌) 

品質本部(管掌) 

生産本部(管掌) 

インドネシア・マレーシア事業本

部(管掌) 

環境室(管掌) 

技術統括室 

髙橋 昌弘 取締役（専務執行役員） 

グループ本社(管掌) 

グループＣＦ本部(本部長) 

取締役（専務執行役員） 

コーポレート本部(本部長) 

総合企画部(部長) 

東京支社(支社長) 

ＢＲ推進部 

 野本 隆 取締役（専務執行役員） 

インドネシア・マレーシア事業本部

(本部長) 

アストラ・ダイハツ・モーター㈱ 

(シニア・エグゼクティブ・ダイレ

クター) 

取締役（専務執行役員） 

インドネシア・マレーシア事業 

本部(本部長) 

アストラ・ダイハツ・モーター㈱

(シニア・エグゼクティブ・ダイ

レクター) 

馬場 建二 取締役（専務執行役員） 

営業本部(本部長) 

ＣＳ室 

グローバル営業グループ 

法人営業部 

カスタマーサービスパーツ部 

取締役（専務執行役員） 

営業本部(本部長) 

法人営業部 

カスタマーサービスパーツ部 

金子 達也 

 

 

取締役（専務執行役員） 

海外事業(管掌) 

取締役（専務執行役員） 

営業本部(副本部長) 

商品企画本部(副本部長) 

ＣＳ室 

地域統括部 

北川 尚人 取締役（専務執行役員） 

商品企画本部(本部長) 

トヨタ事業室 

ＢＲ教育 

取締役（専務執行役員） 

商品企画本部(本部長) 

商品企画部 

ＢＲトヨタ事業室 

ＢＲ・新人教育グループ 

スディルマン･ 

ママン･ルスディ 

取締役 

アストラ・ダイハツ・モーター㈱ 

社長 

取締役 

アストラ・ダイハツ・モーター㈱

社長 



（４／７） 

（２）執行役員（○は新任） 

氏名 新 旧 

 岡野 博志 上級執行役員 

品質本部(本部長) 

 

上級執行役員 

調達本部(本部長) 

調達部(部長) 

 生駒 勝啓 上級執行役員 

品質本部 

上級執行役員 

品質本部(本部長) 

 栗波 孝昌 上級執行役員 

海外ＢＲ部 

上級執行役員 

営業本部(副本部長) 

海外ＢＲ部(管掌) 

汎用エンジン事業室(管掌) 

 福塚 政廣 上級執行役員 

商品企画本部(副本部長) 

上級執行役員 

技術本部(副本部長) 

車両開発部(部長) 

水谷 誠 上級執行役員 

品質統括本部(本部長) 

生産本部(本部長) 

グローバル生産センター 

生産管理部 

物流部 

環境室 

上級執行役員 

生産本部(本部長) 

本社(池田)・京都工場 

滋賀(竜王)工場 

グローバル生産支援センター 

生産管理部 

物流部 

環境室 

 堀  信介 上級執行役員 

技術本部(本部長) 

開発部(部長) 

上級執行役員 

技術本部(副本部長) 

プラットフォーム開発部(部長) 

堀井 仁 上級執行役員 

国内企画部 

国内営業部 

執行役員 

国内企画部 

 入江 誠 上級執行役員 

グループＣＦ本部 

ＢＲ教育 

執行役員 

リソーセス開発推進部(部長) 

ＢＲ・新人教育グループ 

森田 益充 上級執行役員 

＜出向＞ 

プロドゥア・オート・コーポレー

ション㈱ 

プロドゥア・マニュファクチャリ

ング㈱ 

執行役員 

＜出向＞ 

プロドゥア・オート・コーポレー

ション㈱ 

プロドゥア・マニュファクチャリ

ング㈱ 

  河津 雅彦 執行役員 

デザイン部 

執行役員 

デザイン部 

 戸田 茂晴 執行役員 

インドネシア・マレーシア事業本部

本社オフィス 

インドネシア駐在員室 

海外ＢＲ部 

汎用エンジン事業室 

執行役員 

インドネシア・マレーシア事業本部

本社オフィス 

インドネシア駐在員室 

海外ＢＲ部 

汎用エンジン事業室 

 



（５／７） 

氏名 新 旧 

向田 慎一 執行役員 

生産本部(副本部長) 

本社(池田)・京都工場 

滋賀(竜王)工場 

生産技術部 

執行役員 

ユニット生技部 

車両生技部 

プラットフォーム開発部 

辰巳 隆英 執行役員 

調達本部(本部長) 

アジア調達部(部長) 

執行役員 

アジア調達部(部長) 

 西村 基 執行役員 

＜出向＞アストラ・ダイハツ・モー

ター㈱ 

執行役員 

＜出向＞アストラ・ダイハツ・モー

ター㈱ 

茨木 幹 執行役員 

＜出向＞ダイハツ九州㈱ 

技術本部 

執行役員 

＜出向＞ダイハツ九州㈱ 

○星加 宏昌 執行役員 

生産技術部(部長) 

技術本部 

理事 

ユニット生技部(部長) 

○上田 亨 執行役員 

製品企画部(部長) 

技術管理室 

理事 

車両開発部 車両開発室(室長) 

 

○泉谷 卓司 執行役員 

＜出向＞ダイハツ九州㈱ 

＜出向＞ダイハツ九州㈱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（６／７） 

６．Ｍ３（部長クラス）、Ｍ２（次長クラス）の人事異動（４月１日付で実施） 

（１）Ｍ３（部長クラス）の異動 

氏名 新 旧 

成瀬 修 グループＣＦ部(部長) 

広報・渉外室(室長) 

トヨタ事業室(主査) 

総合企画部(副部長) 

総合企画部 総合企画室(室長) 

総合企画部 広報・渉外室(室長)  

ＢＲトヨタ事業室(主査) 

楢野 隆一 グループＣＦ部(主査) 総合企画部 関連事業室(室長) 

リソーセス開発推進部 経理室 

(主査) 

 朝井 啓祐 グループＣＦ部(主査) リソーセス開発推進部 経理室 

(主査) 

 梅本 稔広 コーポレート室(室長) リソーセス開発推進部 経理室 

(室長) 

 別所 則英 オフィスサポートセンター 

(センター長) 

リソーセス開発推進部 オフィスサ

ポートセンター(センター長) 

 伊東 敏夫 オフィスサポートセンター(主査) 

グループＣＦ部(主査) 

ＢＲ推進部(部長) 

 田中 聡 オフィスサポートセンター(主査) 

グループＣＦ部(主査) 

ＢＲ推進部(主査) 

 田林 俊克 オフィスサポートセンター(主査) リソーセス開発推進部 経理室 

(主査) 

 福永 文昭 調達部(部長) 

グループＣＦ部(主査) 

トヨタ事業室(主査) 

調達部(副部長) 

ＢＲトヨタ事業室(主査) 

総合企画部 関連事業室(主査) 

 片山 英則 製品企画部(エグゼクティブ･チー

フ･エンジニア) 

車両開発部 車両開発室(エグゼクテ

ィブ･チーフ･エンジニア) 

 飯田 貴志 製品企画部(エグゼクティブ･チー

フ･エンジニア) 

トヨタ事業室(主査) 

車両開発部 車両開発室(エグゼクテ

ィブ･チーフ･エンジニア) 

ＢＲトヨタ事業室(主査) 

 南出 洋志 製品企画部(チーフ･エンジニア) 

トヨタ事業室(主査) 

プラットフォーム開発部(エグゼク

ティブ･チーフ･エンジニア) 

ＢＲトヨタ事業室(主査) 

 嶋本 雅夫 開発部(主査) 

開発部 エンコパモジュール開発室 

(主査) 

プラットフォーム開発部 バリュー

パワー開発室(主査) 

 下西 明 開発部(主査) プラットフォーム開発部 バリュー

パワー開発室(室長) 

 寺前 英樹 開発部(主査) プラットフォーム開発部 バリュー

トレーン開発室(室長) 

 藤田 一 開発部(主査) プラットフォーム開発部(主査) 

 平田 博保 開発部(エグゼクティブ･チーフ･エ

ンジニア) 

プラットフォーム開発部 バリュー

トレーン開発室(エグゼクティブ･チ

ーフ･エンジニア) 



（７／７） 

氏名 新 旧 

 田中 裕久 開発部(エグゼクティブ テクニカル

エキスパート) 

プラットフォーム開発部 エンジン

開発室(エグゼクティブ テクニカル

エキスパート) 

九間 哲雄 開発部 プラットフォーム開発室(主

査) 

開発部(主査) 

プラットフォーム開発部 エンジン

開発室(主査) 

プラットフォーム開発部 バリュー

パワー開発室(主査) 

 小鷹 剛 開発部 エンコパモジュール開発室 

(主査) 

トヨタ事業室(主査) 

プラットフォーム開発部 エンジン

開発室(主査) 

ＢＲトヨタ事業室(主査) 

 塚本 保 開発部 エンコパモジュール開発室 

(主査) 

開発部(主査) 

開発部 開発統括室(主査) 

生産技術部(主査) 

生産技術部 機能部品生技室(主査) 

プラットフォーム開発部(主査) 

ユニット生技部 機能部品生技室 

(主査) 

 有田 耕司 開発部 開発統括室(室長) 

開発部(主査) 

技術管理室(主査) 

技術本部(主査) 

 美濃出 正人 開発部 開発統括室(主査) 車両開発部 車両技術開発室(主査) 

 武長 啓次 開発部 開発統括室(主査) 技術統括室(主査) 

 今井 喜代貴 デザイン部(主査) デザイン部(部長) 

 阪口 庸介 デザイン部(部長) デザイン部(主査) 

 那須 信夫 生産技術部 技術企画室(室長) 車両生技部(部長) 

 山崎 康明 生産技術部 第１プロジェクト室 

(室長) 

ユニット生技室 加工組付生技室 

(室長) 

中山 肇 生産技術部 第２プロジェクト室 

(室長) 

車両生技部(主査) 

 名定 啓介 国内企画部(主査) ＜出向＞アストラ・ダイハツ・モー

ター㈱ 

 中山 浩樹 国内営業部(主査) 

ＣＳ室(主査) 

営業本部(主査) 

ＣＳ室(主査) 

 溝田 健 国内営業部 営業推進室(室長) インドネシア・マレーシア事業本部

(主査) 

 本田 耕治 国内営業部 営業推進室(主査) 営業本部(主査) 

 
以上 


