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平成 29 年３月 17 日 

 

各 位 

 

 会 社 名  IJT テクノロジーホールディングス株式会社

 代表者名 取締役社長 原田 理志 

 （コード：7315 東証第二部） 

 問合せ先 上席執行役員管理本部長 甲山 博敏 

（TEL. 03－5715－2681） 

 

組織改定並びに取締役及び執行役員の異動について 

 

 IJT テクノロジーホールディングス㈱（以下「IJTT」）は、平成 29 年３月 17 日開催の取締

役会において、下記のとおり組織改定並びに取締役及び執行役員の異動について決議しました

のでお知らせいたします。 

記 

 

1. 組織改定（平成 29 年４月１日付） 

(1) 組織改定の主旨 

長期ビジョン・中期経営方針の達成に向けて、IJTT ｸﾞﾙｰﾌﾟ一体経営をベースとした意

思決定の迅速化及び経営戦略策定機能の強化を図る。 

(2) 組織改定の内容 

現状の管理・事業統括、7 本部から、組織の統廃合を行い、5 本部に組織を再編成する。 

①「管理・事業統括」の廃止 

・経営の迅速化を目的に「管理・事業統括」を廃止し、フラットな組織体制に変更する。 

②本部の新設及び統廃合 

・重点業務に特化した体制づくりの一環として、従来の「商品・技術企画本部」を廃止・

分割し、「商品開発本部」、「生産・技術企画本部」を新設する。 

・業務の効率化を目的に「海外事業本部」は「経営企画本部」へ、「管理本部」は「コ

ーポレートリレーション推進本部」へ、「調達企画本部」は「生産・技術企画本部」へ、

それぞれ統合する。 

 

2. 取締役の異動（平成 29 年６月下旬開催予定の定時株主総会） 

(1) 新任取締役候補者 

氏名 新職務（兼務） 現職務 

武嶋一佳 

取締役 

（㈱アイメタルテクノロジー 

取締役※） 

TDF㈱取締役 

藤野俊彦 

取締役 

（自動車部品工業㈱取締役 

上席執行役員※） 

自動車部品工業㈱上席執行役員 

 ※ 平成 29 年４月１日付 

【候補者とした理由】 

・武嶋一佳氏は、長年にわたりいすゞ自動車株式会社において、財務・購買部門での

業務の経験を重ねてきており、また３年半前からは TDF㈱取締役として豊富な経験

と幅広い見識を有しております。 

・藤野俊彦氏は、長年にわたりいすゞ自動車株式会社において、財務・監査部門での

業務の経験を重ねてきており、また３年前からは自動車部品工業㈱執行役員として

豊富な経験と幅広い見識を有しております。 
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(2) 退任取締役候補者 

氏名 新職務 現職務（兼務） 

伊藤正敏 

（注） 
いすゞ自動車㈱常務執行役員※ 

取締役 

商品・技術企画本部長 

（㈱アイメタルテクノロジー 

代表取締役社長） 

（自動車部品工業㈱取締役） 

小池誠也 

（注） 

PT. TJForge Indonesia

代表取締役社長※ 
 

取締役 

（TDF㈱代表取締役社長） 

 ※ 平成 29 年４月１日付 

（注）伊藤正敏・小池誠也の両氏は、平成 29 年６月下旬開催予定の定時株主総会終結の

時をもって、IJTT 取締役を退任する予定 

 

3. 役付取締役の選定、取締役の職務変更（平成 29 年４月１日付） 

氏名 新職務（兼務） 現職務（兼務） 

齋藤 誠 
専務取締役 

経営企画本部長 

取締役 

管理・事業統括兼経営企画本部長

兼ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾘﾚｰｼｮﾝ推進本部長 

（㈱アイメタルテクノロジー 

専務取締役） 

浅田和則 

取締役 

生産・技術企画本部長 

兼商品開発本部長 

（自動車部品工業㈱ 

代表取締役社長） 

取締役 

（自動車部品工業㈱ 

代表取締役社長） 

境 琢磨 
取締役 

（TDF㈱代表取締役社長） 

取締役 

海外事業本部長 

（自動車部品工業㈱取締役 

専務執行役員） 

 

4. 執行役員の異動（平成 29 年４月１日付） 

氏名 新職務（兼務） 現職務（兼務） 

甲山博敏 
上席執行役員 

グループ内部監査室長 

上席執行役員 

管理本部長 

井上重久 
上席執行役員 

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾘﾚｰｼｮﾝ推進本部長 

㈱アイメタルテクノロジー 

上席執行役員 

宮崎正文 
上席執行役員 

生産・技術企画本部副本部長 

㈱アイメタルテクノロジー 

上席執行役員 

村田 貢 

上席執行役員 

商品開発本部副本部長 

（自動車部品工業㈱ 

取締役常務執行役員） 

上席執行役員 

調達企画本部副本部長 

（自動車部品工業㈱ 

取締役常務執行役員） 

佐藤康隆 
執行役員 

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾘﾚｰｼｮﾝ推進本部付 
管理・事業統括付 

本多英三 
執行役員 

営業推進本部特命事項担当 

調達企画本部調達企画一部長兼

調達企画二部長 

後藤浩二 
㈱アイメタルテクノロジー 

常務取締役 

上席執行役員 

調達企画本部長 

（㈱アイメタルテクノロジー 

常務取締役） 

 

以上 
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参考１ 

 

 

１．異動する事業会社社長の氏名・役職名（平成 29 年４月１日付） 

【㈱アイメタルテクノロジー】 

氏名 新職務（兼務） 現職務（兼務） 

水谷春樹 

代表取締役社長 

（IJTT 代表取締役会長） 

（自動車部品工業㈱取締役） 

取締役 

（IJTT 代表取締役会長） 

伊藤正敏 

（注） 
いすゞ自動車㈱常務執行役員 

代表取締役社長 

（IJTT 取締役 

商品・技術企画本部長） 

（自動車部品工業㈱取締役） 

（注）伊藤正敏氏は、平成 29 年６月下旬開催予定の定時株主総会終結の時をもって、  

IJTT 取締役を退任する予定 

 

【TDF㈱】 

氏名 新職務（兼務） 現職務（兼務） 

境 琢磨 
代表取締役社長 

（IJTT取締役） 

IJTT 取締役 

海外事業本部長 

（自動車部品工業㈱取締役 

専務執行役員） 

小池誠也 

（注） 

PT. TJForge Indonesia 

代表取締役社長 

代表取締役社長 

（IJTT 取締役） 

（注）小池誠也氏は、平成 29 年６月下旬開催予定の定時株主総会終結の時をもって、  

IJTT 取締役を退任する予定 

 

２．事業会社役員の異動（平成 29 年４月１日付） 

【㈱アイメタルテクノロジー】 

氏名 新職務 現職務 

佐々木宏 
専務取締役 

生産部門統括 

常務取締役  

生産部門統括 

林 修一 常務取締役 購買部門統括 いすゞ自動車㈱購買部門付 

柳沢忠幸 
取締役  

生産部門北茨城工場長 

上席執行役員  

生産部門土浦工場長 

高石祐一郎 
上席執行役員  

品質保証部門統括 

執行役員  

購買部門購買部執行担当 

金子孝之 
上席執行役員 

営業部門統括 

執行役員 

営業部門統括 

田村 稔 
執行役員 

生産部門土浦工場長 
生産部門工務部執行担当 

山田 聡 技術開発部門統括付 
上席執行役員 

開発部門統括 

  

【自動車部品工業㈱】 

氏名 新職務 現職務 

藤田伸一郎 
取締役常務執行役員 

生産部門統括 

取締役上席執行役員 

生産部門統括 

坂入正重 JM ｽﾁｰﾙ㈱代表取締役社長 

上席執行役員 

生産部門統括補佐 

兼 JM ｽﾁｰﾙ㈱代表取締役社長 
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【TDF㈱】 

氏名 新職務 現職務 

野村節雄 取締役副社長 取締役 

小川真史 執行役員 工場長代行 工場長代行 

  

以上 
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参考２ 

 

【取締役並びに監査役の体制】 

 

１．平成 29 年４月１日付 

代表取締役会長 水谷春樹 

代表取締役社長 原田理志 

専務取締役   齋藤 誠 

取締役     浅田和則 

取締役     境 琢磨 

取締役     藤森正之 

取締役     織田秀明 

取締役     土屋市郎 

取締役     伊藤正敏 ※ 

取締役     小池誠也 ※ 

常勤監査役   大山 浩 

監査役     太田正紀 

監査役     瀬戸貢一 

監査役     浦部明子 

 

   ※ 平成 29 年６月下旬開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定 

 

 

２．平成 29 年６月下旬開催予定の定時株主総会終結後（予定） 

代表取締役会長 水谷春樹 

代表取締役社長 原田理志 

専務取締役   齋藤 誠 

取締役     浅田和則 

取締役     境 琢磨 

取締役     武嶋一佳（新任） 

取締役     藤野俊彦（新任） 

取締役     藤森正之 

取締役     織田秀明 

取締役     土屋市郎 

常勤監査役   大山 浩 

監査役     太田正紀 

監査役     瀬戸貢一 

監査役     浦部明子 

 

以上 


