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役員体制の変更および役員の異動に関するお知らせ

～ スタンレー電気株式会社 ～

下記のとおり、取締役等の委嘱事項変更および職位変更を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、このたび当社では、グループ全体の環境変化適応力、及び競争力の強化を目的として、従来の部門長
の上位職となる「執行職」を新設いたしました。「執行職」は、主に事業部や機能を統括するリーダーとして
執行役員に準じる権限と責任を持ち、各々が専門の中長期戦略テーマを担って目標の達成を強力に推し進めま
す。またこのポジションは、将来の経営者候補になり得る人材の抜擢と育成も意図しており、グループ人材の
能力開発と適所適材を強化することによって組織力を高め、「安全安心な社会の実現」に資する価値を従来以
上に生み出してまいります。
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１．取締役

再任および新任取締役候補者

氏名
2022年6月定時株主総会日付

　委嘱事項・職位

2022年4月1日付

委嘱事項・職位
現委嘱事項・職位

ｶｲｽﾞﾐ　ﾔｽｱｷ 代表取締役社長 代表取締役社長 常務取締役
貝住　泰昭 　技術担当 　技術担当 　技術担当

　環境担当
　情報システム担当
　米州事業担当

ﾀﾅﾍﾞ　ﾄｵﾙ 代表取締役副社長 代表取締役副社長 代表取締役専務
田辺　徹 　品質担当 　品質担当 　人事・総務担当

　人事・総務担当 　人事・総務担当 　アジア・大洋州事業担当
　アジア・大洋州事業担当 　アジア・大洋州事業担当

ｳｴﾀﾞ　ｹｲｽｹ 常務取締役 常務取締役 取締役
上田　啓介 　経理・財務担当 　経理・財務担当 　経理・財務担当

　欧州事業担当 　欧州事業担当 　欧州事業担当

ﾄﾒｵｶ　ﾀﾂｱｷ 取締役 取締役 取締役
留岡　達明 　購買担当 　購買担当 　品質担当

　原価低減担当 　原価低減担当 　生産担当
　中国事業担当 　購買担当

　日本関係会社事業担当

ｵｵｷ　ｻﾄｼ 取締役 執行役員 執行役員
大木　聡 　生産担当 　生産担当 　四輪第三事業部長

　コンプライアンス・企業倫理担当 　コンプライアンス・企業倫理担当
　ＳＮＡＰ担当 　ＳＮＡＰ担当
　日本関係会社事業担当 　日本関係会社事業担当

ﾀｶﾉ　ｶｽﾞｷ 取締役 執行役員 執行役員
高野　一樹 　営業担当 　営業担当 　四輪第一事業部長

　米州事業担当 　特定顧客担当 　特定顧客担当
　米州事業担当

ﾓﾘ　ﾏｻｶﾂ
森　正勝 社外取締役（非常勤） 社外取締役（非常勤） 社外取締役（非常勤）

ｺｳﾉ　ﾋﾛｶｽﾞ
河野　宏和 社外取締役（非常勤） 社外取締役（非常勤） 社外取締役（非常勤）

ﾀｹﾀﾞ　ﾖｳｿﾞｳ
竹田　陽三 社外取締役（非常勤） 社外取締役（非常勤） 社外取締役（非常勤）

ｽｽﾞｷ　ｻﾄｺ （一橋大学大学院 （一橋大学大学院
鈴木　智子 社外取締役（非常勤） 　経営管理研究科 　経営管理研究科

　国際企業戦略専攻　准教授） 　国際企業戦略専攻　准教授）
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退任予定取締役

氏名
2022年6月定時株主総会日付

　委嘱事項・職位

2022年4月1日付

委嘱事項・職位
現委嘱事項・職位

ﾋﾗﾂｶ　ﾕﾀｶ 顧問委嘱 取締役 代表取締役社長
平塚　豊

ﾖﾈﾔ　ﾐﾂﾋﾛ 理事委嘱 取締役 取締役
米谷　光弘 　ブランド価値向上担当 　ブランド価値向上担当 　営業担当　

　中国事業担当 　コンプライアンス・企業倫理担当
　中国事業担当

２．執行役員

氏名
2022年4月1日付

新委嘱事項
現委嘱事項

ﾏﾂｼﾀ　ﾖｼﾂｸﾞ 執行役員 執行役員
松下　義嗣 　二輪事業部長 　二輪事業部長

　アジア・大洋州事業担当

ｵｵﾀ　ﾄﾓﾋﾛ 執行役員 執行役員
太田　智広 　購買統括部長 　ｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾃｯﾄﾞｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾂ事業部長

　購買統括部 原価低減ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ﾗｰｼﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ 　ｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾃｯﾄﾞｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾂ事業部　第二営業部門長

ｻｶﾞｴ　ﾏｻﾋﾛ 執行役員 執行役員
寒河江　正浩 　電子営業統括部長 　電子営業担当

ｴﾝﾄﾞｳ　ﾄｼｴ 執行役員 執行役員
遠藤　利恵 　事業管理統括部長 　事業管理担当

ｷﾀﾉ　ﾀｶｱｷ 執行役員 執行役員
北野　隆章 　Stanley Electric U. S. Co., Inc.　社長 　ＳＮＡＰ担当

　Stanley Electric U. S. Co., Inc.　社長

ﾐｽｷﾞ　ﾐﾂｱｷ 執行役員 執行役員
三杉　光昭 　光半導体事業部長 　光半導体事業部長

ﾎｳｼﾞｮｳ　ﾃﾂﾔ 執行役員 執行役員
北條　哲也 　四輪第二事業部長 　四輪第二事業部長

　価値を生み出すプロジェクト　ラージプロジェクトリーダー

ﾔｽﾀｹ　ﾏｻﾋﾛ 執行役員 執行役員
安武　正廣 　研究開発統括部長 　研究・開発担当

　研究開発統括部　光源グループ　グループマネージャー 　研究開発センター　光源グループマネージャー

ｸﾜﾀ　ｲｸｵ 執行役員 執行役員
桑田　郁夫 　経理財務統括部長 　経理・財務担当

ﾌｸﾓﾄ　ｲｿﾌﾐ 執行役員 執行役員
福本　勤文 　経営統括部長 　国際担当

　国際部門長

ｴﾝﾄﾞｳ　ﾏｻｵ 執行役員 執行役員
遠藤　雅夫 　設計技術統括部長 　自動車技術担当

　価値を生み出すプロジェクト　ラージプロジェクトリーダー 　ランプシステム開発室部門長
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≪ お問い合わせ先 ≫

スタンレー電気株式会社
経営企画室 経営企画課 担当：濱谷
〒153-8636 東京都目黒区中目黒2－9－13
電話：03-6866-2716 FAX:03-6866-2317

３．執行職

氏名
2022年4月1日付

新委嘱事項・職位
現委嘱事項・職位

ｺｼﾞﾏ　ｼﾝｲﾁﾛｳ 執行職 I I Stanley Co., Inc.　ＥＶＰ
小島　新一郎 　自動車営業統括部長

　自動車営業統括部　営業戦略部門長

ｻｻｸﾗ　ｹﾝ 執行職 執行役員
笹倉　賢 　研究開発統括部　副統括部長 　電子デバイス技術担当

　研究開発統括部　Ｄ２Ｐ部門長 　設計技術センター　Ｄ２Ｐグループマネージャー　

ｻﾄｳ　ﾉﾘﾋｻ 執行職 執行役員
佐藤　敬久 　生産統括部長 　品質担当

　生産担当

ｲﾜｾ　ﾕｳｽｹ 執行職 執行役員
岩瀬　雄介 　照明応用事業部長 　照明応用事業部長

ﾌｸﾅｶﾞ　ｹｲｽｹ 執行職 執行役員
福永　圭介 　ディスプレイデバイス事業部長 　ディスプレイデバイス事業部長

ｵｵｼﾏ　ﾅｵﾌﾐ 執行職 執行役員
大島　直文 　ＡＤ事業部長 　ＡＤ事業部長

　ＡＤ事業部　第一技術部門長

ｼｵﾀﾞ　ﾋﾛﾔｽ 執行職 ＵＶ事業推進プロジェクト　ラージプロジェクトリーダー
塩田　裕康 　ＵＶ事業部長 ＵＶ事業推進プロジェクト　営業グループマネージャー 

ｽｽﾞｷ　ﾀﾂﾔ 執行職 四輪第三事業部　秦野サテライト部門長
鈴木　竜弥 　四輪第三事業部長

ｶﾜｽﾐ　ｼｹﾞﾙ 執行職 Asian Stanley International Co., Ltd.　社長
河住　滋 　ｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾃｯﾄﾞｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾂ事業部長

ｱｷﾓﾄ　ﾏｻﾋｺ 執行職 武漢斯坦雷電気有限公司　董事・総経理
章本　正彦 　四輪第一事業部長

ｵｵｼﾀ　ﾋﾛﾕｷ 執行職 設計技術センター　電子技術グループマネージャー
大下　博之 　設計技術統括部　副統括部長

　価値を生み出すプロジェクト　プロジェクトリーダー

ﾀｶﾄﾘ　ｹﾝ 執行職 品質保証部門長
鷹取　賢 　品質保証統括部長


