
平成26年３月４日
各　　位

上場会社名 　　株式会社タチエス
本社所在地 　　東京都昭島市松原町3丁目3番7号
コード番号 　　7239
上場取引所 　　東京証券取引所　市場第一部

問合せ先 　　総務部　TEL 0428-33-1911

代表取締役及びその他の人事異動並びに組織の一部変更についてのお知らせ

記

１．異動の理由

　　経営体制の一層の充実と強化のため　　　　

２．代表取締役の異動（平成26年６月25日開催予定の定時株主総会及びその後開催されます
　　取締役会において正式に決定する予定です。）

氏　　名 新役職名 現役職名

齊藤　　　潔 代表取締役相談役 代表取締役会長

田口　　裕史 代表取締役会長 代表取締役社長

中山　　太郎 代表取締役社長 取締役

３．新任代表取締役社長の略歴

　氏　　名 中山　太郎（なかやま　たろう）

　生年月日 昭和30年９月18日

　出 身 地 奈良県

　略　　歴

　所有株式数 7,200株（平成25年９月末）

４．取締役兼執行役員の異動（平成26年４月１日付）

新　職 旧　職 継続職 氏　名

（最高経営責任者） 代表取締役会長 齊藤　　　潔

▽最高経営責任者 （最高執行責任者） 代表取締役社長 田口　　裕史

▽最高執行責任者
（副社長、社長補佐、ビジネス本部統
括、ビジネス部門長）

取締役 中山　　太郎

▽調達・部品事業部門長 （開発部門長） 取締役　常務執行役員 三木　　浩之

▽北米事業担当 （愛知・中京地区管掌） 取締役　常務執行役員 蒲生　　　睦

　　　　　　　　ビジネス部門長

平成24年４月　　当社取締役副社長　社長補佐　ビジネス本部統括

平成23年６月　　当社取締役副社長　ビジネス本部統括　海外部門長

　当社は、平成26年３月４日開催の取締役会において、代表取締役の異動につき内定するとともに、その他の人
事異動並びに組織変更につき下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

昭和55年３月　　早稲田大学　法学部　卒業

昭和55年４月　　日産自動車(株)入社

平成23年４月　　当社入社　顧問
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新　職 旧　職 継続職 氏　名

▽第二事業グループ長 （ホンダ・トヨタ・三菱ビジネス担当） 常務執行役員 冨山　　正樹

▽ブラジル事業担当 （生産部門長） 常務執行役員 青地　　　徹

▽生産部門長
（北中南米事業担当
タチエスエンジニアリングU.S.A.社長
タチエスエンジニアリングラテンアメリカ社長）

常務執行役員 岩石　　　徹

▽常務執行役員 （執行役員）
品質保証部門長
品質管理部長

青木　　　明

▽常務執行役員　開発部門長
（執行役員、車種企画部・原価企画部・経営
企画室担当、車種企画部長）

島崎　　満雄

▽先行生産技術開発部長 （生産技術担当、物流管理部長） 執行役員　国内生産担当 榎本　　一夫

▽第三事業グループ長
（調達部門長、調達企画部長・第二調達部
長）

執行役員 内藤　　博彦

▽中国事業担当
（日産ビジネス、シーテックスグローバル担
当）

執行役員 山本　雄一郎

▽第一事業グループ長 （先行・量産開発担当） 執行役員 有重　　邦雄

▽執行役員
（広州泰李汽車座椅有限公司出向　GM待
遇）

地頭　　　泰

▽執行役員　兼　技術審査部長 （技術審査室長） 嘉山　　　修

▽執行役員 品質保証部長 楮畑　　健二

▽顧問 （常務執行役員、中国事業担当） 松下　　　隆

▽顧問 （常務執行役員、海外生産担当） 工藤　　　勉

新　職 旧　職 継続職 氏　名

▽企画室長 （事業管理部　GM） 齊藤　　　正夫

▽事業推進室長 （経営企画室長） 中原　　慎一

▽第一営業部長 （第一事業部長） 小川　　耕平

▽第一設計部長 （第一設計部　GM） 吉松　　　哲

▽第一事業グループ、第二事業グ
ループ、第三事業グループ生産部
長

生産管理部長 飛鳥　　俊雄

▽第二営業部長
（武漢泰極江森汽車座椅有限公司出向
GM待遇）

田村　　一美

▽第三営業部長 （第三事業部　GM） 杉村　　範理

▽第三設計部長 （第三設計部　GM） 安井　　太志

▽先進開発企画部長 （技術開発部長） 戸畑　　秀夫

▽コンポーネント設計部長 （第一設計部長） 近藤　　雄一

▽車種企画部長 （車種企画部　GM） 根本　　　淳

５．執行役員の異動（平成26年４月１日付）

６．部長クラスの異動（平成26年４月１日付）

【部長、工場長、室長、ＧＭ】ＧＭはジェネラルマネージャーの略。
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▽生産企画部長 （生産企画部SM） 志賀　　貴則

▽武蔵工場長 （武蔵工場　品質管理課長） 大野　　和彦

▽愛知工場長 （鈴鹿工場長） 伊藤　　浩一

▽鈴鹿工場長 (愛知工場長） 市川　　俊幸

▽調達・部品事業総括部長 兼 第
一事業グループ、第二事業グルー
プ、第三事業グループ調達部長

（第一調達部長） 馬島　　　肇

▽第一調達部長 （テクノトリム出向　SM待遇） 森本　　裕之

▽第二調達部長 （第二調達部　SM） 富永　　岳夫

▽人事部長 （人事部　GM） 小柳　　孝二

▽事業総括部長 （関係会社管理部長） 松井　　尚純

▽タチエスエンジニアリングU.S.A.
出向　GM待遇

（第三設計部長） 野村　　幸治

▽テクノトリム出向　GM待遇 （第三事業部長） 和田　　　建

▽広州泰李汽車座椅有限公司出
向　GM待遇

（生産企画部長） 伊藤　　孝男

▽武漢泰極江森汽車座椅有限公
司出向　GM待遇

（第二事業部長） 内田　　篤志

　１）本部体制

　　　＊３本部体制（モノづくり本部、ビジネス本部、管理本部）を廃止し“グローバル

　　　　で儲ける会社”の意識を浸透させ「コスト責任」を明確にするため、従来の機能

　　　　別組織と得意先別（ビジネス別）のマトリックス組織を新たに構築する。

　２）部門体制

　　　＊上記を踏まえ、現ビジネス部門を機能別・得意先別のマトリックス組織に改め、

　　　　従来の部門と同列に三つのグループを新たに配置する。

　　　　　・第一事業グループ；日産関係ビジネス担当

　　　　　・第二事業グループ；本田関係ビジネス担当

          ・第三事業グループ；トヨタビジネス、三菱ビジネス、日野ビジネス、吉利ビジネス担当
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　＊縫製部品事業とフレーム部品事業の強化・推進を図るため、ビジネス部門から


　　　　フレーム事業部の機能を調達部門に組み入れ、調達・部品事業部門と改称する。

　　　　＜現行体制（６部門）＞　　 ＜新体制（３グループ＋５部門）＞

　　　　　品質保証部門 第一事業グループ

　　　　　開発部門 第二事業グループ

　　　　　生産部門 第三事業グループ

　　　　　調達部門 品質保証部門

　　　　　ビジネス部門 開発部門

　　　　　経営統括部門 生産部門

調達・部品事業部門

経営統括部門

７．組織の一部変更
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　３）部（室）の新設・改廃

　　①社長直轄

　　　・経営企画室を企画室と改称し、中期経営計画策定に加え経営戦略の企画と立案機能を強化する。

　　　・事業推進室を新設し、現ビジネス部門よりビジネス総括部、事業管理部、プロジェクト推進部の

　　　　機能を移管する。

　　②第一事業グループ

　　　・第一営業部を設置し、現ビジネス部門 第一事業部の機能を移管する。

　　　・第一設計部を設置し、現開発部門第一設計部より、得意先並びにプロジェクトのフロントラインとして、

　　　　適用設計機能を移管する。

　　　・生産部を設置し、生産部門との連携を強化するための窓口機能とする。

　　　・調達部を設置し、調達・部品事業部門との連携を強化するための窓口機能とする。

　　③第二事業グループ

　　　・第二営業部を設置し、現ビジネス部門 第二事業部の機能を移管する。

　　　・第二設計部を設置し、現開発部門第二設計部より、得意先並びにプロジェクトのフロントラインとして、

　　　　適用設計機能を移管する。

　　　・生産部を設置し、生産部門との連携を強化するための窓口機能とする。

　　　・調達部を設置し、調達・部品事業部門との連携を強化するための窓口機能とする。

　　④第三事業グループ

　　　・第三営業部を設置し、現ビジネス部門 第三事業部の機能を移管する。

　　　・第三設計部を設置し、現開発部門第三設計部より、得意先並びにプロジェクトのフロントラインとして、

　　　　適用設計機能を移管する。

　　　・生産部を設置し、生産部門との連携を強化するための窓口機能とする。

　　　・調達部を設置し、調達・部品事業部門との連携を強化するための窓口機能とする。

　　⑤開発部門

　　　・技術開発部を先進開発企画部に改称する。

　　　・技術審査室を技術審査部に改称し、審査機能の強化を図る。

　　　・コンポーネント設計部を新設し、現在各設計部が保有する部品設計開発機能を移管し、

　　　　軟材・樹脂・電装 各技術要素の競争力向上を図る。

　　⑥生産部門

　　　・物流管理部を廃止し、その機能を生産管理部と統合し、業務効率化を図る。

　　　・先行生産技術開発部を新設する。

　  ⑦調達・部品事業部門

　　　・調達企画部を調達・部品事業総括部に改称し、これまでの機能に加えフレーム・縫製両事業の

　　　　業務管理を総括する。

　　　・ビジネス部門よりフレーム事業部を移管する。

　　⑧経営統括部門

　　　・関係会社管理部を事業総括部に改称し、機能強化を図る。

以　上
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