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人事異動および機構改革に関するお知らせ 
 

当社は、平成２４年４月１日付をもって、別紙のとおり人事異動（取締役・本部長・

部長人事）および機構改革（組織編成）を実施いたしますので、お知らせいたします。 
 



エスペック株式会社 平成24年2月20日

１．人事異動（取締役人事）

発令日：平成24年4月1日
氏　　名 新　　　職 旧　　　職

檜作　榮四郎 常務取締役 常務取締役
　国際事業本部長

廣　信義 常務取締役 常務取締役
　管理・中国事業戦略　担当 管理本部長
　輸出管理本部長 　兼　輸出管理本部長

島田　種雄 取締役 取締役
　営業・ＣＳ　担当 　信頼性試験　担当
　営業本部長 　営業本部長
　兼　国際事業本部長

石井　邦和 取締役 取締役
　技術・信頼性試験　担当 　開発・ＣＳ・植物工場事業　担当
　バッテリーソリューションシステム事業部長 　設計本部長
　兼　設計本部長 　兼　バッテリーソリューションシステム事業部長

　兼　バッテリーソリューションシステム事業部　ＳＥ部長

桶谷　馨 取締役 取締役
　生産・モノづくり改革・植物工場事業・環境管理　担当 　生産本部長
　生産本部長 　兼　福知山工場長
　兼　福知山工場長
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発令日：６月下旬の定時株主総会
氏　　名 新　　　職 旧　　　職

進　信義 退任 (退任後、当社顧問に就任) 代表取締役

檜作　榮四郎 退任 (退任後、当社顧問に就任) 常務取締役

村上　精一 取締役 　モノづくり改革本部長
　開発　担当 　兼　開発本部長
　モノづくり改革本部長
　兼　開発本部長

発令日：６月下旬の定時株主総会後の取締役会
氏　　名 新　　　職 旧　　　職

島田　種雄 常務取締役 取締役
　営業・ＣＳ　担当 　営業・ＣＳ　担当
　営業本部長 　営業本部長
　兼　国際事業本部長 　兼　国際事業本部長

石井　邦和 常務取締役 取締役
　技術・信頼性試験　担当 　技術・信頼性試験　担当
　バッテリーソリューションシステム事業部長 　バッテリーソリューションシステム事業部長
　兼　設計本部長 　兼　設計本部長
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エスペック株式会社 平成24年2月20日

２．人事異動（本部長人事）

発令日：平成24年4月1日　　※退任除く
氏　　名 新　　　職 旧　　　職

渕田　健二 　経営企画本部長 　経営企画本部長
　兼　経営企画本部　情報システム推進部長

大島　敬二 　管理本部長 　管理本部　総務人事部長
　兼　管理本部　総務人事部長

高橋　邦明 　信頼性試験本部長 　信頼性試験本部長
　兼　信頼性試験本部　テスト開発部長 　兼　信頼性試験本部　解析センター長
　兼　ＵＴＣ事業所長 　兼　ＵＴＣ事業所長

村上　精一 　モノづくり改革本部長 　開発本部長
　兼　開発本部長 　兼　モノづくり改革プロジェクト　総轄責任者
　兼　神戸Ｒ＆Ｄセンター長 　兼　神戸Ｒ＆Ｄセンター長
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エスペック株式会社 平成24年2月20日

３．人事異動（部長人事）

発令日：平成24年4月1日　　※退任除く
氏　　名 新　　　職 旧　　　職

田中　浩和 　経営企画本部　経営戦略部長 　経営企画本部　経営戦略部長
　兼　経営企画本部　経営戦略部　国際戦略グループ　マネージャー

荒田　知 　中国事業戦略部長 　中国事業開発室長

矢口　通康 　バッテリーソリューションシステム事業部　ＳＥ部長

神田橋　毅匡 　植物工場事業部長 　植物工場事業部　ＳＳ
　兼　植物工場事業部　技術グループ　マネージャー

浜野　寿之 　信頼性試験本部　テストコンサルティング部長 　信頼性試験本部　テストセンター　豊田試験所　マネージャー
　兼　信頼性試験本部　テストセンター　試験所統括グループ
　兼　信頼性試験本部　事業推進グループ

梶本　薫 　開発本部　製品開発部長 　モノづくり改革プロジェクト　製品開発グループ　マネージャー
　兼　開発本部　製品開発部　開発企画グループ　マネージャー

狩野　忠彦 　開発本部　技術開発部長 　開発本部　技術管理部長
　兼　開発本部　技術管理部　規格・知財グループ　マネージャー
　兼　経営企画本部　経営戦略部　戦略企画グループ

大原　智宏 　開発本部　ネットワーク開発部長 　設計本部　システムネットワーク部長

小寺　弘一 　開発本部　技術管理部長 　信頼性試験本部　テストセンター長
　兼　開発本部　技術管理部　規格・知財グループ　マネージャー
　兼　経営企画本部　経営戦略部　戦略企画グループ

渡辺　正和 　モノづくり改革本部　技術改革部長 　モノづくり改革プロジェクト　副総轄責任者
　兼　モノづくり改革プロジェクト　量産化設計グループ　マネージャー

上坂　和実 　モノづくり改革本部　生産改革部長 　経営企画本部　ＩＴ戦略部長

小谷　善彦 　生産本部　工務部長 　生産本部　工務部　工務１グループ　マネージャー
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平成２４年２月２０日 

エスペック株式会社 

４．機構改革（組織編成） 

 

発令日：平成２４年４月１日付 

 

（１）．組織編成方針 

 中期経営計画における成長戦略および経営改革の実現に向け、基本的に現組織構造・機能を継

承するが、国内外のモノづくりプロセスのさらなる革新、生産機能の強化を推進するため、モ

ノづくり改革本部を新設する。 
 

（２）．組織編成内容 

・経営企画本部 経営戦略部にＩＲ機能、グローバル戦略企画機能を追加する。 
・経営企画本部 ＩＴ戦略部を情報システム推進部に改称する。 
・中国事業開発室を中国事業戦略部に改称する。 
・ＣＳ本部 サービス技術部の機能をＣＳ本部 サービス推進部に統合し、サービス技術部を廃

止する。 
・信頼性試験本部 テストセンターをテストコンサルティング部に、解析センターをテスト開発

部にそれぞれ改称する。 
・設計本部 システムネットワーク部のネットワーク開発機能を開発本部に、ＳＩ（システムイ

ンテグレート）機能を営業本部にそれぞれ移管し、システムネットワーク部を廃止するととも

に、開発本部にネットワーク開発部を新設する。 
・モノづくり改革本部を新設し、技術移転支援を主な機能とする技術改革部と、生産移転支援を

主な機能とする生産改革部を設置する。 
・モノづくり改革プロジェクトを廃止する。 
 

（３）．組織編成表 

    別表のとおり 

 

以 上 



別表
エスペック株式会社
平成24年度組織編成表
発令日：平成24年4月1日付

経営企画本部
経営戦略部
情報システム推進部

管理本部
総務人事部
財務経理部

中国事業戦略部

営業本部
東日本ブロック
首都圏ブロック
中日本ブロック
西日本ブロック
カスタムＳＥ部
営業推進部

国際事業本部
国際営業部

バッテリーソリューションシステム事業部
ＳＥ部
開発設計部

植物工場事業部

ＣＳ本部
品質保証部
カスタマーＱＡ部
サービス推進部

信頼性試験本部
テストコンサルティング部
テスト開発部

事業推進グループ

設計本部
カスタム設計１部
カスタム設計２部
カスタム設計３部

開発本部
製品開発部
技術開発部
ネットワーク開発部
技術管理部

モノづくり改革本部
技術改革部
生産改革部

生産本部
ユニット生産部
機器生産部
生産技術部
資材部
生産管理部
工務部

輸出管理本部

環境管理部

福知山工場
福知山工場管理部

ＵＴＣ
首都圏オフィス
大阪オフィス
神戸Ｒ＆Ｄセンター

内部監査グループ
内部統制評価グループ

監
査
役
会

取
締
役
会

社

長
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