
２０１６年３月１６日 

（１／７） 

    組織改正および役員人事について 
 

ダイハツ工業（株）（以下ダイハツ）は、４月１日付で組織改正を実施する。また、

４月１日付および定時株主総会日付で役員体制の変更を行う。 

 

記 

Ⅰ．４月１日付 組織改正 

1．改正のねらい 
本年８月予定のトヨタ自動車（株）（以下トヨタ）による完全子会社化に伴い、ダイ

ハツの役割は大きく変化する。ダイハツブランドの確立と進化、ならびにトヨタグル

ープのスモールカー分野における業務推進・事業実現に向けた体制を構築する。 

全社を３ユニット体制とし、なかでもトップ直轄の企画機能の強化を通じたスピーデ

ィかつコンパクトなマネジメント体制、ならびに各階層におけるトヨタとの緊密な連

携体制を実現する。 

 
2．新組織の概要 

（１）コーポレートユニット 
①コーポレート企画センター 

中長期におけるダイハツグループ全体の主要戦略立案 
②技術開発センター 

戦略に合致した先行技術開発の推進 
③管理センター 

管理機能の効率化と短期の全社事業管理の推進 
 

（２）ＤＮＧＡユニット 
ＤＮＧＡはトヨタのＴＮＧＡと対をなす、ダイハツ独自のクルマづくりである。

ダイハツはＤＮＧＡをもとにトヨタグループ内で独自価値の発揮を目指す。 
そのスピード推進に向け、開発・調達・生産・ＣＳ各本部を１ユニットへと再編

する。 
①開発本部 
②調達本部 
③生技製造本部 
④ＣＳ本部 
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（３）ブランドユニット 
①Ｄブランドオフィス 

国内外のダイハツブランド事業を商品・事業・販売まで一貫して推進 
②プロジェクト推進オフィス 

協業プロジェクトや新規国開拓などを推進 
 

3．組織構成図 
 
      （ユニット）  （上：本部／センター／オフィス、下：主な部署・機能） 

   社長    コーポレート     コーポレート企画センター 
                  - コーポレート企画部、ものづくり企画部 
                 管理センター 
                  （人事・総務・経理・広報・渉外など） 
                 技術開発センター 
                  （先行技術開発など） 
 
      ＤＮＧＡ       開発本部 
                  - 製品企画部、デザイン部、開発部、 
                   ＱＣＴ車両改革センター、技術統括部 
                 調達本部 
                  - 調達部、中国（ユニット）事業部、 
                   中国事務所、ダイハツ（上海）商貿（有） 
                 生技製造本部 
                  - グローバル生産企画部、生産技術部、 
                   グローバル生産推進センター、工務部、 
                   本社（池田）・京都工場、滋賀（竜王）工場 
                 ＣＳ本部 
                  - グローバルＣＳ企画部、サービス部、 

品質保証部、部品部、ＤＮＧＡ品質企画部 
 
     ブランド       Ｄブランドオフィス 

                   - 商品企画部、法人事業部、国内マーケティング部、 
国内営業部、海外事業部 

                プロジェクト推進オフィス 
                  - 商品・事業企画部 
 
     直轄（監査部） 



（３／７） 

Ⅱ．定時株主総会日付 役員の変更 

▽第 175回定時株主総会後の取締役候補について 

 取締役の選任については、第 175回定時株主総会の承認を経て正式決定する。 

 代表取締役の選定、役付取締役の選定については、第 175回定時株主総会後の取締役会にて正

式決定する。 
 退任予定取締役・監査役については、第 175回定時株主総会日付で退任する。 
 

1．新任取締役候補（5 名） 
氏  名 新役職 現役職 

松林  淳 取締役（専務執行役員） ボルツ㈱代表取締役社長 ＊1 
戸田 茂晴 取締役（専務執行役員） 専務執行役員 
松下 範至 取締役（専務執行役員） 明石機械工業㈱代表取締役社長＊1 
岸本 吉史 取締役（専務執行役員） ダイハツ九州㈱代表取締役副社長＊1 
寺師 茂樹 ＊2           取締役 トヨタ自動車㈱代表取締役副社長 

＊1 … 4 月 1 日付 当社専務執行役員就任 
＊2 … 非常勤 
 
2．退任予定取締役（5 名） 

氏  名 現役職 
伊奈 功一 代表取締役会長 
福塚 政廣 取締役（専務執行役員） 
堀井  仁 取締役（専務執行役員） 
堀  信介 取締役（専務執行役員）＊2 

 加藤 光久＊1 取締役 
＊1 … 非常勤 
＊2 … 専務執行役員に役職変更 

 
3．退任予定監査役（1 名） 

氏  名 現役職 
池渕 浩介＊ 監査役 

＊ … 会社法で定める社外監査役 
 
4．役付執行役員の変更（1 名） 

氏  名 新役職 現役職 
堀  信介 専務執行役員 取締役（専務執行役員） 

 

 

 



（４／７） 

＜ご参考＞第 175回定時株主総会後の取締役、監査役の体制（候補者） 

1．取締役（11 名）                  ＜○印は新任＞ 
氏 名 新役職 

  三井 正則 代表取締役社長 
  横山 裕行 代表取締役副社長 

     中脇 康則 取締役（専務執行役員） 
スディルマン･ママン･ルスディ＊2 取締役 

  吉武 一郎 取締役（専務執行役員） 
○  松林  淳 取締役（専務執行役員） 

  ○  戸田 茂晴 取締役（専務執行役員） 
  ○  松下 範至 取締役（専務執行役員） 
  ○  岸本 吉史 取締役（専務執行役員） 

  山本 健司 ＊1・＊2 取締役 
○  寺師 茂樹 ＊2 取締役 

＊1 … 会社法で定める社外取締役 
＊2 … 非常勤 

 
2．監査役（3 名） 

氏  名 新役職 
守田 邦彦 常勤監査役 

  北島 義貴 ＊ 監査役 
  山本 房弘 ＊ 監査役 

＊ … 会社法で定める社外監査役 

 

Ⅲ．４月１日付 役員の変更 

1．新任執行役員（7 名） 
氏  名 新役職 現役職 

松林  淳 専務執行役員 ボルツ㈱代表取締役社長 
松下 範至 専務執行役員 明石機械工業㈱代表取締役社長 
岸本 吉史 専務執行役員 ダイハツ九州㈱代表取締役副社長 
髙橋 正典 上級執行役員 顧問 
三浦 哲雄 執行役員 理事（ｱｽﾄﾗ･ﾀﾞｲﾊﾂ･ﾓｰﾀｰ㈱出向） 
枝元 俊典 執行役員 理事（事業部ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ室 室長） 
成瀬  修 執行役員 理事（ｱｽﾄﾗ･ﾀﾞｲﾊﾂ･ﾓｰﾀｰ㈱出向） 

 
2．役付執行役員の変更（1 名） 

氏  名 新役職 現役職 
上田  亨 上級執行役員 執行役員 
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3．退任執行役員（3 名） 
※3 月 31 日付 

氏  名 現役職 
八木 三郎 執行役員 
飯田 貴志 執行役員 

※6 月 29 日付 
氏  名 現役職 

泉谷 卓司 上級執行役員 
 

4．代表取締役副社長以下の組織担当（４月１日付） 

（１）取締役 
氏 名 新担当 現担当 

 横山 裕行 

 

代表取締役副社長 

社長補佐 

コーポレートユニット長 

コーポレート企画センター長 

ブランドユニット長 

代表取締役副社長 

社長補佐 

トヨタ事業本部長 

中脇 康則 取締役（専務執行役員） 

調達本部長 

取締役（専務執行役員） 

中国（ユニット）事業担当 

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 

福塚 政廣 取締役 

特命業務担当 

取締役（専務執行役員） 

海外本部長 

堀井  仁 取締役 

特命業務担当 

取締役（専務執行役員） 

営業本部長 

吉武 一郎 取締役（専務執行役員） 

プロジェクト推進オフィス長 

取締役（専務執行役員） 

東京支社長 

営業本部副本部長 

堀  信介 取締役（専務執行役員） 

プロジェクト推進オフィス担当 

取締役（専務執行役員） 

久留米開発センター長 
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（２）執行役員                       ＜○印は昇任、◎は新任＞ 

氏 名 新担当 現担当 

 栗波 孝昌 専務執行役員 

＜出向＞ 

プルサハン・オトモービル・クド

ゥア㈱シニア･ダイレクター 

専務執行役員 

＜出向＞ 

プルサハン・オトモービル・クド

ゥア㈱シニア･ダイレクター 

海外本部担当 

板垣 恒夫 専務執行役員 

＜出向＞ 

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 

専務執行役員 

＜出向＞ 

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 

海外本部担当 

生駒 勝啓 専務執行役員 

ＣＳ本部長 

専務執行役員 

品質本部長 

戸田 茂晴 専務執行役員 

Ｄブランドオフィス長 

専務執行役員 

海外本部担当 

◎松林  淳 専務執行役員 

ＤＮＧＡユニット長 

開発本部長 

ボルツ㈱ 代表取締役社長 

◎松下 範至 専務執行役員 

管理センター長 

明石機械工業㈱ 代表取締役社長 

◎岸本 吉史 専務執行役員 

コーポレート企画センター副センタ

ー長 

技術開発センター長 

ダイハツ九州㈱ 代表取締役副社長 

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㈱ 社長 

プロドゥア・マニュファクチャリン

グ㈱ 社長 

上級執行役員 

＜出向＞ 

プロドゥア・オート・コーポレーシ

ョン㈱ 社長 

プロドゥア・マニュファクチャリン

グ㈱ 社長 

海外本部担当 

茨木  幹 上級執行役員 

ＣＳ本部担当 

上級執行役員 

ＴＱＭ推進本部長 

品質本部担当 

西村  基 上級執行役員 

生技製造本部担当 

上級執行役員 

特命業務担当 

星加 宏昌 上級執行役員 

生技製造本部長 

上級執行役員 

生産調達本部長 
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氏 名 新担当 現担当 

丸谷 勝己 上級執行役員 

開発本部担当 

上級執行役員 

技術本部担当 

泉谷 卓司 上級執行役員 

＜出向＞ 

プロドゥア・グローバル・マニュ

ファクチャリング㈱ 副社長 

上級執行役員 

＜出向＞ 

プロドゥア・グローバル・マニュ

ファクチャリング㈱ 副社長 

別所 則英 上級執行役員 

管理センター担当 

上級執行役員 

グループＣＦ本部長 

◎髙橋 正典 上級執行役員 

プロジェクト推進オフィス担当 

顧問 

海外本部担当 

○上田   亨 上級執行役員 

開発本部担当 

執行役員 

技術本部長 

那須 信夫 執行役員 

生技製造本部担当 

執行役員 

生産調達本部担当 

寺前 英樹 執行役員 

開発本部担当 

執行役員 

技術本部担当 

◎三浦 哲雄 執行役員 

＜出向＞ 

アストラ・ダイハツ・モーター㈱ 

副社長 

＜出向＞ 

アストラ・ダイハツ・モーター㈱ 

副社長 

理事 

◎枝元 俊典 執行役員 

調達本部担当 

事業部インドネシア室 室長 

理事 

◎成瀬  修 執行役員 

Ｄブランドオフィス担当 

＜出向＞ 

アストラ・ダイハツ・モーター㈱ 

取締役 

理事 

 
 

以上 


