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2021 年３月 26 日 

各 位 

会 社 名  ＮＴＮ株式会社 

代表者名  執行役社長 大久保 博司 

（コード番号  6472  東証 第一部） 

問合せ先  広報・IR 部長 持田 陽一郎 

（TEL. 06-6443-5001） 

 

執行役の異動等に関するお知らせ 

 

当社は、下記のとおり執行役の異動等を決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．執行役の異動 

（１）新任執行役（2021 年４月１日付） 

市川 博幸       （現 産業機械事業本部 副本部長(兼)桑名製作所長） 

播磨 悦        （現 執行役員 産業機械事業本部 本部長） 

 

（２）役職の変更（2021 年４月１日付） 

尾迫 功  執行役常務 （現 執行役） 

 

（３）担当の変更（2021 年４月１日付） 

氏名 役職 新担当 現担当 

宮澤 秀彰 代表執行役 

執行役専務 

自動車事業本部 本部長 

(兼)グローバル調達本部担当 

自動車事業本部 本部長 

(兼)調達本部担当 

寺阪 至徳 執行役専務 欧州・アフリ力州地区担当 

(兼)欧州・アフリ力州地区総支配

人室 総支配人 

(兼)米州地区担当 

欧州・アフリ力州地区担当 

(兼)米州地区担当 

尾迫 功 執行役常務 生産本部担当 

(兼)生産技術研究所担当 

(兼)複合材料商品事業部担当 

(兼)品質保証本部担当 

(兼)韓国ＮＴＮ販売担当 

(兼)アセアン・大洋州・西アジア

地区担当 

(兼)インド地区担当 

生産本部 本部長 

(兼)生産技術研究所担当 

(兼)複合材料商品事業部担当 
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白鳥 俊則  執行役常務 人事本部担当 

(兼)ＣＳＲ本部担当 

(兼)情報企画部担当 

(兼)総務部担当 

(兼)ＥＨＳ(環境・労働安全衛生)

統括部担当 

人事部門担当 

(兼)ＣＳＲ(社会的責任)推進本部

担当 

(兼)情報企画部担当 

(兼)総務部担当 

(兼)ＥＨＳ(環境・労働安全衛生)

統括部担当 

市川 博幸 執行役 自動車事業本部 副本部長 

(兼)自動車事業本部 事業戦略

本部 本部長 

産業機械事業本部 副本部長 

(兼)桑名製作所長 

皆見 章行 執行役 生産本部 本部長 

(兼)需給センター担当 

(兼)原価企画部担当 

(兼)中国地区担当 

需給センター担当 

(兼)原価企画部担当 

(兼)中国地区担当 

播磨 悦 執行役 アフターマーケット事業本部

本部長 

(兼)産業機械事業本部担当 

産業機械事業本部 本部長 

 

（４）退任執行役（2021 年３月 31 日付） 

亀高 晃司       （現 執行役） 
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[ご参考] 執行体制（2021 年４月１日付） 

氏名 役職 担当 

鵜飼 英一 ※ 代表執行役 

執行役社長 

ＣＥＯ(最高経営責任者) 

宮澤 秀彰 ※ 代表執行役 

執行役専務 

自動車事業本部 本部長 

(兼)グローバル調達本部担当 

寺阪 至徳 執行役専務 欧州・アフリ力州地区担当 

(兼)欧州・アフリ力州地区総支配人室 総支配人 

(兼)米州地区担当 

尾迫 功 執行役常務 生産本部担当 

(兼)生産技術研究所担当 

(兼)複合材料商品事業部担当 

(兼)品質保証本部担当 

(兼)韓国ＮＴＮ販売担当 

(兼)アセアン・大洋州・西アジア地区担当 

(兼)インド地区担当 

白鳥 俊則 ※ 執行役常務 人事本部担当 

(兼)ＣＳＲ本部担当 

(兼)情報企画部担当 

(兼)総務部担当 

(兼)ＥＨＳ(環境・労働安全衛生)統括部担当 

市川 博幸 執行役 自動車事業本部 副本部長 

(兼) 自動車事業本部 事業戦略本部 本部長 

江上 正樹 ※ 執行役 ＣＴＯ(最高技術責任者) 

(兼)研究部門担当 

(兼)新商品戦略本部担当 

(兼)自然エネルギー商品事業部担当 

皆見 章行 執行役 生産本部 本部長 

(兼)需給センター担当 

(兼)原価企画部担当 

(兼)中国地区担当 

十河 哲也 執行役 ＣＦＯ(最高財務責任者) 

(兼)財務本部 本部長 

播磨 悦 執行役 アフターマーケット事業本部 本部長 

(兼)産業機械事業本部担当 

山本 正明 執行役 経営戦略本部 本部長 

(注) ※ 印が付された者は取締役を兼務しております。 
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２．執行役員の異動 

（１）担当の変更（2021 年４月１日付） 

氏名 役職 新担当 現担当 

上田 智 執行役員 グローバル調達本部担当 調達本部担当 

中溝 栄一 執行役員 欧州・アフリ力州地区総支配人室 

副総支配人 

(兼)ＮＴＮ-ＳＮＲ 副社長 

アフターマーケット事業本部

本部長 

野々 健二 執行役員 人事本部 本部長 

(兼)ＥＨＳ(環境・労働安全衛生)

統括部担当 

(兼)総務部担当 

ＥＨＳ(環境・労働安全衛生)統括

部担当 

(兼)人事部担当 

(兼)グローバル人材育成部担当 

(兼)総務部担当 

萩原 一樹 執行役員 自動車事業本部 副本部長 米州地区総支配人室 副総支配人 

エルベ ブルロ 執行役員 グローバル調達本部 本部長 調達本部 本部長 

 

（２）退任執行役員（2021 年３月 31 日付） 

井山 雄介       （現 常務執行役員） 

松尾 隆之       （現 常務執行役員） 

小澤 伸吉       （現 執行役員） 

アラン ショバン    （現 執行役員） 

播磨 悦        （現 執行役員） ※執行役に就任予定 

 

 

 

以 上 


