
                                        2022 年３月 23 日 

 

各      位 

 

会 社 名  リズム株式会社 

代表者名  代 表 取 締 役 社 長   平田 博美 

（コード番号 7769  東証第一部） 

問合せ先  取締役常務執行役員   山崎 勝彦 

（TEL 048-643-7241） 

 

組織体制変更、取締役の異動、執行役員の異動及び人事異動に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り組織体制の変更、取締役の異動、執行役員の異動及び

人事異動を実施することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 なお、取締役の異動につきましては、６月開催予定の定時株主総会で取締役の選任決議、その後開催され

る取締役会での承認、及び監査等委員会での同意を前提といたします。 

 

記 

 

１． 組織体制（2022 年４月１日付） 

当社は、2023 年３月期から新たな中期経営計画をスタートし、製販技一体戦略による成長事業の拡大

を掲げております。その推進体制構築のため、一部組織を再編することといたしました。 

 

・生活用品グループ、精密部品グループは廃止、各部門は営業本部直轄とし両事業の企画スタッフ 

 を営業企画部へ統合、相乗効果創出を目指す。 

・生活用品グループ東京支店は生活用品東日本営業部、大阪支店は生活用品西日本営業部、精密部 

品グループ営業部は精密部品営業部に名称変更、営業開発部は生活用品東日本営業部へ統合いた 

します。クロック、快適品、精密部品の効率的な販売体制構築による売上拡大を図ります。 

・商品開発部と設計部を統合し商品開発設計部を新設いたします。これにより開発設計の精度とス

ピードを上げ市場投入期間の短縮を図り、タイムリーな商品発売を目指します。 

・麗声実業もの造り改革プロジェクトは今期で終了予定でしたが、一年間延長し生産改革の取組み 

  継続による更なる信頼性向上を目指します。 

 

２． 執行役員の委嘱業務の変更（2022 年４月１日付） 

新  職 現  職 氏 名 

取締役副社長執行役員 

生産本部長 
取締役専務執行役員 

生産本部長 
湯本 武夫 

執行役員 

生産本部副本部長 

執行役員 

品質保証部長 
北嶋 芳一 

 



執行役員 

営業本部副本部長 

執行役員 

営業本部 精密部品グループ長 
山本 典久 

退任 
執行役員 

営業本部 生活用品グループ長 
小林 宏己 

※執行役員小林宏己氏は、現在、関係会社アイ・ネクストジーイー株式会社の非常勤取締役を務めて 

おり、2022 年 4 月からは同社常勤取締役を務めます。 

 

３．役員の異動（2022 年６月 22 日付） 

 （１）取締役候補者（監査等委員である取締役を除く） 

 平田 博美   （現 代表取締役社長）   

湯本 武夫   （現 取締役専務執行役員 生産本部長） 

山崎 勝彦   （現 取締役常務執行役員 管理本部長） 

荒井 雄司   （現 取締役執行役員 営業本部長） 

宗像 恭典   （現 執行役員 リズムプレシジョンベトナム株式会社代表取締役社長）  

 

（２）取締役候補者（監査等委員である取締役）  

酒井 清貴   （現 監査等委員である取締役） 

山下 和彦   （現 監査等委員である取締役（社外） 株式会社チノー社外監査役、株式会社 

オプトエ レクトロニクス監査等委員である社外取締役） 

鈴木 欽哉    (現 監査等委員である取締役（社外） 公認会計士鈴木欽哉事務所代表、双信 

電機株 式会社社外監査役） 

奥野 泰久   （現 監査等委員である取締役（社外） 鈴木総合法律事務所弁護士） 

内田 ひとみ （新任 株式会社 HUGRES 代表取締役社長、株式会社 SAIKISS 取締役） 

 

４. 役員体制（2022 年４月 1 日付） 

役   職 氏   名 担  当 

代表取締役社長 平田 博美   

取締役副社長執行役員 湯本 武夫 生産本部長 

取締役常務執行役員 山崎 勝彦 管理本部長 

取締役執行役員 荒井 雄司 営業本部長 

取締役（監査等委員） 酒井 清貴  

取締役（監査等委員） 山下 和彦  

取締役（監査等委員） 鈴木 欽哉  

取締役（監査等委員） 奥野 泰久  

執行役員 岩渕 秀一 生産本部副本部長 兼 会津工場長 

執行役員 木村 務 コンプライアンス推進・リスク管理室長 

執行役員 北嶋 芳一 生産本部副本部長 

執行役員 山本 典久 営業本部副本部長 

執行役員 呉 国明 麗声実業（東莞/香港）有限公司 代表取締役社長 

執行役員 貞末 浩 内部監査室長 



執行役員 宗像 恭典 リズムプレシジョンベトナム株式会社 代表取締役社長 

執行役員 
吉川 泰弘 協伸ベトナム株式会社 代表取締役社長 兼 リズム協伸

ハノイ株式会社 代表取締役社長 

執行役員 相澤 竜也 管理本部副本部長 兼 経営企画部長 

 

５. 役員体制（2022 年６月 22 日付） 

役   職 氏   名 担  当 

代表取締役社長 平田 博美   

取締役副社長執行役員 湯本 武夫  

取締役常務執行役員 山崎 勝彦 管理本部長 

取締役執行役員 荒井 雄司 営業本部長 

取締役執行役員 宗像 恭典 生産本部長 

取締役（監査等委員） 酒井 清貴  

取締役（監査等委員） 山下 和彦  

取締役（監査等委員） 鈴木 欽哉  

取締役（監査等委員） 奥野 泰久  

取締役（監査等委員） 内田 ひとみ  

執行役員 岩渕 秀一 生産本部副本部長 兼 会津工場長 

執行役員 木村 務 コンプライアンス推進・リスク管理室長 

執行役員 北嶋 芳一 生産本部副本部長 

執行役員 山本 典久 営業本部副本部長 

執行役員 呉 国明 麗声実業（東莞/香港）有限公司 代表取締役社長 

執行役員 貞末 浩 内部監査室長 

執行役員 
吉川 泰弘 協伸ベトナム株式会社 代表取締役社長 兼 リズム

協伸ハノイ株式会社 代表取締役社長 

執行役員 相澤 竜也 管理本部副本部長 兼 経営企画部長 

 

 

６．人事異動（2022 年４月１日付） 

新  職 現  職 氏 名 

営業本部 営業企画部長 
営業本部 生活用品グループ 

営業開発部長 兼 営業一課長 
池畑 光紀 

営業本部 生活用品東日本営業部長 

兼 D2C 推進課長 

営業本部 生活用品グループ 

東京支店長 兼 業務課長 
西塔 隆導 

営業本部 生活用品西日本営業部長 

兼 業務課長 

営業本部 生活用品グループ 

大阪支店長 兼 業務課長 
海野 重信 

営業本部 精密部品営業部長 
営業本部 精密部品グループ 

営業部長 兼 営業二課長 
保倉 義雄 



生産本部 商品開発設計部長 生産本部 商品開発部長 谷野 修 

品質保証部長  

兼 精密部品品質保証課長 
品質保証部次長 兼 品質二課長 松本 享也 

 

７. 関係会社代表者の異動（2022 年５月 30 日付） 

新   職 現   職 氏  名 

アイ・ネクストジーイー株式会社 

代表取締役社長 

アイ・ネクストジーイー株式会社 

常務取締役 
北坂 享正 

リズムプレシジョンベトナム株式会社 

代表取締役社長 

リズムプレシジョンベトナム株式会社 

工場長 
松村 和幸 

 

以上 

 

 


