
2015 年 6 月 23 日 

 

 

組織変更および取締役・執行役員・部長級以上の 

人事異動について 

 

ブラザー工業株式会社（社長：小池利和）は、下記の通り組織変更および取締役・執行役員・部長級以上

の人事異動を行いますので、お知らせいたします。 

 

1．組織変更について（7 月 1 日付） 

当社は、中長期ビジョン「グローバルビジョン 21」の実現に向けて、英国の産業用プリンティング企業で

あるドミノ プリンティング サイエンス社を友好的に買収しました。この買収の効果を最大限に発揮して

いくために「ドミノ事業推進部」を新設し、ブラザーグループへの統合を推進していきます。 

 

 

2．取締役・執行役員および部長級以上の異動について 

  

（1）取締役・執行役員（7月 1 日付 ※印は 8月 1日付） 

（下線部が新役職となります） 

 

【 新    職 】 【 旧    職 】 【 氏    名 】 

代表取締役社長＊ 

ドミノ事業統括          

内部監査部、新規事業推進部、 

新規技術開発部 直轄 

代表取締役社長＊ 

内部監査部、新規事業推進部、   

新規技術開発部 直轄 

 

小池 利和 

（こいけ としかず） 

取締役 常務執行役員＊ 

ｻｰﾋﾞｽ＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業統括 

ドミノ事業推進部、IT 戦略推進部、

ｿﾌﾄｳｪｱ第 1 開発部、 

ｿﾌﾄｳｪｱ第 2 開発部、ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発部 

担当 

取締役 常務執行役員＊ 

ｻｰﾋﾞｽ＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業統括     

IT 戦略推進部、ｿﾌﾄｳｪｱ第 1 開発部、 

ｿﾌﾄｳｪｱ第 2 開発部、ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発部 

担当 

佐々木 一郎 

（ささき いちろう） 



取締役 常務執行役員＊ 

工業用部品事業統括 

経営企画部 担当 

兼 経営企画部長 

取締役 常務執行役員＊ 

工業用部品事業統括  

経営企画部 担当 

石黒 雅 

（いしぐろ ただし） 

常務執行役員 

QM 推進部、CS 推進部 担当   

兼 CS 推進部長※  

常務執行役員 

QM 推進部、CS 推進部 担当 
石川 博 

（いしかわ ひろし） 

執行役員 

IE 開発部、IE 技術部、 

総合デザイン部 担当      

兼 IE 技術部長 

執行役員 

IE 開発部、IE 技術部、        

総合デザイン部 担当 

鈴木 雅彦 

（すずき まさひこ） 

＊：執行役員を兼務しています。 

 

 

（2）部長級 （7月 1日付） 

（下線部が新役職となります） 

 

【 新    職 】 【 旧    職 】 【 氏    名 】 

ドミノ事業推進部長 経営企画部長 小出 哲郎 

（こいで てつろう） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜報道関係 お問い合わせ先＞ 

ブラザー工業株式会社 コーポレートコミュニケーション部 屋木 

TEL : 052-824-2072   FAX : 052-811-6826  E-mail : kouhou@brother.co.jp 



ブラザー工業株式会社

新組織(2015年7月1日) 株主総会

取締役会 監査役会
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ブラザー工業株式会社

旧組織(2015年4月1日) 株主総会

取締役会 監査役会

社長

内部監査部 新規事業 新規技術 経営企画部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙCSR ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ 法務・総務部 人事部 財務部

推進部 開発部 推進部 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部

ｻｰﾋﾞｽ＆ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 第1 第2 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ E&I 製造企画部 製造部 購買部 環境推進部 生産技術部 部品技術部 電子技術部 試作技術部

事業推進部 営業企画部 営業企画部 推進部 事業推進部 事業推進部

QM推進部 CS推進部 開発管理部 知的財産部 N&C事業 ﾈｯﾄﾜｰｸ 開発企画部 ﾒｶｼｽﾃﾑ ﾒｶｼｽﾃﾑ ES開発部

推進部 ｼｽﾃﾑ開発部 第1開発部 第2開発部

ｿﾌﾄｳｴｱ ｿﾌﾄｳｴｱ ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ＩＴ戦略推進部 電子ｼｽﾃﾑ LE開発部 IE開発部 IE技術部 総合

第1開発部 第2開発部 開発部 開発部 ﾃﾞｻﾞｲﾝ部

パーソナル・アンド・ホーム カンパニー マシナリー・アンド・ソリューション カンパニー

経営企画部 営業企画部 新事業推進部 QMCS推進部 開発部 生産革新部 経営企画部 戦略技術部 製造部 開発部 産業機器 ＱM推進部 工業ﾐｼﾝ 産業機器

CS推進部 営業部 営業部

個別リスク委員会

執行役員
連絡会

監査役 監査役室

戦略会議 リスク管理委員会


