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曙ブレーキ工業㈱ 組織改正および人事発令 
 

曙ブレーキ工業株式会社（代表取締役社長：信元 久隆  本店：東京都中央区 本社：埼玉県

羽生市）は、2002年度から開始した３ヵ年中期経営計画「Forward 30」によって、企業体質の

強化を図ってまいりましたが、2005年度は、新中期経営計画の初年度であり、akebonoグルー

プの目標である「Global 30」達成に向けた継続的な利益体質の構築を実現するため、2005年1

月1日付で以下の組織改正を行います。 

 

【組織改正のポイント】 

カンパニー制から部門制への移行 

1998年から導入したカンパニー制から部門制への移行を行い、組織のスリム化を図ります。

カンパニー制では「権限の委譲と責任の明確化」「スピードある経営と判断の迅速化」を主

たる狙いとしてきた結果、一定の成果が得られました。2005年4月から開始する新中期経営

計画を達成する為には、更なる権限の明確化とスリム化が必要と判断し、部門制へ移行しま

す。 

商品企画部門の新設 

開発、生産、販売までのakebonoグループのクロスファンクショナルな取組みにより機能・

品質・原価を明確にし、競争力のあるコア製品創出を企画・推進するために新設します。 

新規事業部門の新設 

新規製品開発に携わるプロジェクト、およびセンサーを使用した新規事業に携わるグルー

プを同じ新規事業部門として集結し、責任と権限の明確化を行います。 

 

【その他の組織改正内容】 

営業部門 

 乗用車・商用車・補修品及び産鉄（産業機械・鉄道車両）の４つのカンパニーと技術サ

ービス部門を営業部門に統合するとともに、営業全体の企画・管理を行う営業企画グル

ープを新設します。これにより営業全般および個々の分野での責任を明確にすると共に、

効率化を図ります。 

 

 

 



 

 

 

開発部門 

 生産技術開発グループを開発部門に組み込み、設計（材料含む）と造りの融合による新

商品開発及び新しい製造方法の確立を図ります。 

 ディスクブレーキ・ドラムブレーキの機構設計と摩擦材の開発を融合したブレーキ統合

プロジェクトを設置し、ファウンデーションブレーキに対する技術の深化・最適化を図

ります。 

 摩擦材試作チーム、知的財産チーム、原価企画チーム、CATI グループ等を開発から他部

門へ異動させ、開発部門をより開発に特化するための体制とします。 

生産部門 

 材料・工法両面から総合的に製品と設備の完成度を上げると共に、摩擦総合技術者を育

成する生産技術開発拠点化を狙い、開発試作を開発部門から羽生製造所に異動します。 

管理支援部門 

 経営企画から人事・総務・法務を分離すると共に、開発部門管轄であった知的財産機能

を法務・知財グループに統合し、管理支援機能の強化・充実、リスクマネジメントの強

化を行います。 

経営企画部門 

 経営企画部門にITIO部門および経理財務部門を統合し、企画機能の強化を図ります。 

 広報・IR機能をグループとして独立させ、その活動を充実させると共に、コーポレート

ブランド推進準備室と協調して、企業価値向上に向けた取組みを強化します。 

調達部門 

 選択と集中の競争購買に体質変革をする為、「CATI調達」プロジェクトを正式にグルー

プとして組織化し、お取引先の再構築を行います。 

 

添付：グループリーダー以上の人事異動 



【人事発令】 発令日：2005月１日１日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名
※職位は部長級以上

▽兼　新規事業部門統括
代表取締役　副社長
事務系全般（経営企画、営業、海外業務　等
を含む）

柏木　　剛

▽兼　経営企画部門統括
経営企画部門担当（経営企画、法務、海外グループ企
業）

取締役　専務執行役員
山陽ブレーキ工業㈱取締役会長
山陽ハイドリック工業㈱取締役会長

西垣　 順充

▽兼　北米事業統括、欧州事業統括

専務待遇執行役員
AKEBONO CORPORATION NORTH
AMERICA  CEO
AKEBONO EUROPE Ｓ.Ａ.Ｓ.　CEO

石毛　三知之

▽兼　営業部門統括
営業全般担当　兼
乗用車カンパニーCEO　兼
商用車カンパニーCEO

専務執行役員 後藤  　和彦

▽兼　中国事業統括
専務執行役員
中国事業準備室長 石垣 　 吉広

▽兼　開発部門統括 開発部門担当 専務執行役員 野口　　登

▽兼　ＣＡＴＩプロジェクトリーダー

生産技術担当　兼
アルミ事業室担当　兼
開発部門担当（ＣＡＴＩ－Ｍ／機構設計）　兼
生産部門副部門長（ＣＡＴＩ－Ｍ）

専務執行役員
曙エンジニアリング㈱代表取締役社長 岩田 　 幸雄

▽兼　管理支援部門統括
経営企画部門担当（総務、人事、広報）　兼
新規事業室担当

専務執行役員
曙ビーエムエス（株）代表取締役社長 宇津木　聡

▽兼　商品企画部門統括 営業全般担当補佐 常務執行役員 岩田　　陽一

▽兼　営業部門OEM統括
乗用車カンパニーCOO
ITIO部門担当

常務執行役員 斉藤　　　剛

生産部門担当
常務執行役員
曙ブレーキ岩槻製造(株)代表取締役社長
曙ブレーキ福島製造(株)代表取締役会長

佐藤　　光夫

▽兼　生産部門統括
生産部門担当 常務執行役員

山陽ハイドリック工業（株）代表取締役社長 相澤 　 義春

▽兼　品質保証部門統括 品質保証部門担当 常務執行役員 出嶋　　　清

▽兼　営業部門補修品・技術サービス統括 補修品カンパニーCOO
執行役員
(株)アロックス代表取締役 社長 宮本　　雅弘

▽兼　営業部門企画・業務統括 調達部門担当 執行役員 瀬尾　　年三
生産部門担当 執行役員

曙ブレーキ三春製造㈱代表取締役社長
小野田　誠二

▽兼　センサー部門統括 センサーカンパニーCOO 執行役員 三宅  　勝也

▽兼　開発部門摩擦材統括 開発部門担当補佐 執行役員 工藤  　 高

▽兼　営業部門産機鉄道統括 産鉄カンパニーCOO 執行役員待遇 若林　 　亨

▽兼　営業部門　自動車営業４・５統括 商用車カンパニーCOO 執行役員待遇 山口　 　晋

▽兼　開発部門機構統括 開発部門補佐 執行役員待遇 尾高　　成也

▽兼　経営企画部門経理財務統括 経理財務部門担当 顧問 荻野　  好正

▽兼　調達部門統括 顧問 溝渕　　末義
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新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名
▽営業部門 自動車営業１グループリーダー 乗用車カンパニーユニット2 ユニットリーダー 佐藤　弘成

▽営業部門 自動車営業2グループリーダー
乗用車カンパニー チーフエンジニア 兼　ユニット４ ユ
ニットリーダー

青柳　伸治

▽営業部門 自動車営業３グループリーダー
商用車カンパニーユニット６ ユニットリーダー 兼 乗用車
カンパニーユニット1 ユニットリーダー

坂本　祐秋

▽営業部門 自動車営業５グループリーダー 曙ブレーキ岩槻製造(株) 　執行役員 濱田　朋一
▽営業部門 補修品販売１グループリーダー 兼 補修品
販売２グループリーダー

補修品カンパニー販売1グループリーダー 村上　浩

▽営業部門 技術サービスグループリーダー 技術サービス部門 部門担当 寺田　芳仁
▽営業部門 産業機械グループリーダー 補修品カンパニー販売2グループリーダー 伊能　明彦
▽営業部門 鉄道グループリーダー 鎌田　耕一
▽商品企画部門 商品企画グループリーダー 開発部門 部門担当補佐 木野下　晃一
▽商品企画部門 原価企画グループリーダー 曙ブレーキ三春製造(株)執行役員 本多　孝一
▽センサー部門 技術グループリーダー センサーカンパニー VP 安宅　敏明
▽開発部門 機構適用グループ グループリーダー 開発部門設計計画・適用開発グループリーダー 早川　嘉朗
▽開発部門 機構要素技術グループリーダー 樫村　剛
▽開発部門 技術企画グループリーダー 相場　武雄
▽開発部門 生技開発グループリーダー 曙エンジニアリング㈱取締役常務執行役員 橋本　征男
▽開発部門 摩擦材要素技術グループリーダー 開発部門摩擦材適用グループリーダー 徳村　宏
▽新規事業部門 ＶＣＥＴプロジェクト 二輪 企画 統括
兼 企画グループリーダー 兼 二輪グループリーダー

VCETプロジェクト プロジェクトリーダー補佐 西川　裕

▽新規事業部門 ＶＣＥＴプロジェクト　実験グループ
リーダー

VCETプロジェクト実験グループリーダー 金子　清和

▽新規事業部門 新規事業室 室長 新規事業室 室長 国見　敬
▽新規事業部門 新規事業室　ICATグループリーダー 新規事業室ICATグループ 室長補佐 池上　洋
▽新規事業部門 新規事業室　IＮＥTグループリーダー 新規事業室INETグループリーダー 柿崎　英紀
▽調達部門 ＣＡＴＩ調達グループリーダー 曙エンジニアリング(株)パーツセンターグループリーダー  曙エンジニアリング㈱執行役員 長島　新吉
▽品質保証部門 品質企画グループリーダー 品質保証部門 部門担当補佐 高宮　稔
▽経営企画部門 広報・ＩＲグループリーダー 兼 新規事
業部門 ブランドマネジメント室 室長

新井　良夫

▽経営企画部門 ITIO(ＩＴ推進) グループリーダー ITIO部門 部門担当補佐 田中　潔
▽経営企画部門 ITIOグループ　ITプロジェクト リー
ダー 兼 ＩＢＥＸリーダー

ITIO部門AiSYSグループリーダー 品川　洋一

▽経営企画部門 経理財務グループリーダー 経理財務部門　財務グループ グループリーダー 三木　恭一
▽管理支援部門 人事・総務グループリーダー 松井　恭士
▽中国事業準備室 生産グループリーダー 中国事業準備室摩擦材工場 リーダー 松本　和夫
▽兼 曙ブレーキ岩槻製造㈱　製造グループリーダー 経理財務部門 経理グループリーダー 曙ブレーキ岩槻製造㈱　執行役員 河原　光祥
▽曙エンジニアリング㈱  顧問 開発部門 技術企画グループリーダー 小倉　晴美
▽兼 曙エンジニアリング(株)　パーツセンターグループ
リーダー

曙エンジニアリング㈱取締役常務執行役員
兼 製造グループリーダー

荒井　紀一

▽曙エンジニアリング㈱ 機構生技開発グループリー
ダー

小嶋　正義

▽曙エンジニアリング㈱ 設備設計グループリーダー 曙エンジニアリング(株)海外事業グループリーダー 宇木　裕文
▽曙エンジニアリング㈱ 摩擦材生技開発グループリー
ダー

後藤　孝

経営企画部門 人事企画グループリーダー (株)曙マネジメントサービス代表取締役社長 渡辺　高夫
▽兼 ㈱曙マネジメントサービス　 HRサービスグループ
リーダー

(株)曙マネジメントサービス  Ｐ＆Ｄグループリーダー (株)曙マネジメントサービス  執行役員 小松　真人
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