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役員制度・体制の変更、組織改編および 

人事異動のお知らせ 
 

 

豊田通商株式会社（本社：名古屋市 社長：貸谷 伊知郎）は、本日開催の取締役会において 2019 年４月１日

付で、下記の通り役員制度・体制の変更、組織改編、および人事異動を行うことを決定しましたのでお知らせし

ます。 

また、2019 年６月 25 日開催予定の第 98 回定時株主総会に付議する予定の取締役・監査役人事および同日

取締役会にて決議予定の代表取締役人事を下記の通り決定しましたので、あわせてお知らせします。 

 

 

 

 

記 

 

   

Ⅰ．役員制度・体制の変更 

１．経営幹部の概要 

２．執行幹部の概要 

３．新役員体制 

 

Ⅱ．組織改編 

１．各営業本部・コーポレート部門の組織改編 

２．部改編   

 

Ⅲ．人事異動 

 １．経営幹部人事 （４月１日付） 

 ２．執行幹部人事 （４月１日付） 

 ３．退任執行役員 （３月 31 日付） 

４．部長・所長等 異動 （４月１日付） 

５．取締役・監査役人事 （６月定時株主総会日付予定） 

 １） 新任取締役 

 ２） 新任監査役 

 ３） 退任取締役 

 ４） 退任監査役 

 

※６月定時株主総会日後の取締役・監査役体制 

以 上 

 

 

 

 

 

News 
Release 



2 

 

Ⅰ．役員制度・体制の変更 

 
現在、産業界では「第４次産業革命」といわれるように、AI や IoT といった新しいテクノロジーを核とした非連続的

な変化が進展し、また当社が軸足を置く自動車業界では、100 年に一度といわれる構造転換期を迎えています。

豊田通商は、こうした事業環境に対応すべく、Ⅰ．経営体制のスリム化、Ⅱ．経営に関する意思決定の質の向上、

Ⅲ．若手人材の経営幹部への登用、Ⅳ．グローバリゼーションへの対応を目的とした役員制度・体制の変更を実

施します。  

 

【全社経営体制について】 

 

Ⅰ．経営体制のスリム化 

  ・現役員のうち、全社経営に携わる「経営幹部」を明確化 

・役職区分（専務、常務、執行役員）を廃止し、役職と職位を一本化 

  ・業務執行は「執行幹部」および「部長」が担当 

 

Ⅱ．経営に関する意思決定の質の向上 

  ・経営幹部は取締役、本部 CEO・極 CEO で構成 

 

Ⅲ．若手人材の経営幹部への登用 

  ・役職区分（専務・常務・執行役員）を廃止することで年功的な要素にとらわれず、最適な人材を配置 

 

Ⅳ．グローバリゼーションへの対応 

  ・各職位の執行責任の明確化 

  ・グローバル視点でわかりやすい呼称へ変更 

 

１． 経営幹部の概要 

（１）「経営幹部」の新設 

経営幹部：全社視点による経営の責任者 

会長、社長・CEO、副社長、CXO（CTO、CSO、CIO、CFO、CCO、CAO）※、本部ＣＥＯ、極ＣＥＯ 

（２）グローバル視点で理解しやすい職位名称への変更 

本部長  →本部 CEO 

海外地域統括役員 →極 CEO 

 

２． 執行幹部の概要 

（１）「執行幹部」の新設 

執行幹部：各担当における執行責任者、経営幹部候補 

本部ＣＯＯ、カンパニープレジデント(重要会社)、極 CEO 補佐  

   本部（各 SBU）・極（地域）・重要会社の業務執行は、執行幹部および部長にて担当 

（２）グローバル視点で理解しやすい職位名称への変更 

副本部長 →廃止 

本部長補佐 →本部 COO、CXO 補佐 

SBU 長  →本部 COO 

海外地域担当役員 →極 CEO 補佐 

（３）カンパニープレジデントの新設 

重要会社の業務執行の全般を総括し、会社運営上、重要な事項を決定する。 

但し、当該会社が属する本部の CEO/COO、極 CEO との連携を密にし、効率的な連結経営を行なう。 

 

※ CTO: Chief Technology Officer (最高技術責任者)、 CSO: Chief Strategy Officer (最高戦略責任者)、 

CIO: Chief Information Officer (最高情報責任者)、 CFO: Chief Financial Officer (最高財務責任者)、

CCO: Chief Compliance Officer (最高コンプライアンス責任者)、 

CAO: Chief Administrative Officer (最高総務責任者) 

 

３．新役員体制 

添付資料「役員体制図」を参照ください。 
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Ⅱ．組織改編 

 
１．各営業本部・コーポレート部門の組織（SBU）改編 (４月１日付) 

 

  ※SBU‥Strategic Business Unit 

 

（１）金属本部 

変更なし 

 

（２）グローバル部品・ロジスティクス本部 

名称変更 

 

 ［現］                            ［新］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）自動車本部 

変更なし 

 

（４）機械・エネルギー・プラントプロジェクト本部 

変更なし 

 

（５）化学品・エレクトロニクス本部 

変更なし 

 

（６）食料・生活産業本部 

変更なし 

 

（７）アフリカ本部 

名称変更 

 

                 ［現］                              ［新］ 

 

 

自部品用品・資材 SBU 

グローバルロジスティクス・ 

アッセンブリーSBU 

グローバル部品 SBU 

自部品用品・資材 SBU 

ロジスティクス・モジュール SBU 

グローバル部品 SBU 

自動車 SBU 

機械・テクノロジー・ 

新規事業 SBU 

自動車 SBU 

ヘルスケア・化学品 SBU 

食品・生活産業 SBU 

ヘルスケア SBU 

消費財・生活産業 SBU 

テクノロジー＆エネルギー 

SBU 

名称変更

名称変更

名称変更

名称変更
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２．部改編 (４月１日付)  

部の新設・再編・名称変更（変更分のみ） 
本部/管掌 新部名 現部名 変更点 

グローバル部品・ 

ロジスティクス本部 

SCM 機能統括部 生産・物流機能統括部 名称変更 

ロジスティクス事業部 物流事業部 名称変更 

モジュール事業部 パーツアッセンブリー事業部 名称変更 

機能材・セイフティ事業部 産業資材部 名称変更 

自動車本部 自動車バリューチェーン事業部 自動車事業開発部 名称変更 

化学品・エレクトロニクス 

本部 
自動車材料事業推進部 

グローバル自動車材料第一部 
機能統合 

グローバル自動車材料第二部 

グローバル自動車材料部 
グローバル自動車材料第一部 

機能統合 
グローバル自動車材料第二部 

有機原料・事業統括部 化学品事業統括部 名称変更 

食料・生活産業本部 ライフスタイル部 アパレル事業部 名称変更 

アフリカ本部 
アフリカ企画部 

アフリカ企画部 
機能統合 

アフリカ事業開発部 

コーポレー

ト部門 

CFO 財務部 
財務部 

部分割 

投資・審査部 新設/部再編 

ERM 部※ 
CCO・CAO 

ERM・危機管理・BCM 推進部 部再編 
危機管理・BCM 推進部 

人事部 
人事総務部 部分割 

総務部 

 ※ERM 部の一部業務は監査部に移管 
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Ⅲ．人事異動 

 
１． 経営幹部人事 (４月１日付) 

 

経営幹部(16 名)  

氏名 職位 新担当 現担当 

加留部 淳 会長   

貸谷 伊知郎 社長 CEO CEO 

村田 稔 

＜昇任＞ 

副社長、 

極 CEO、CTO 

社長補佐 

東京本社担当補佐、国内地域・顧客管掌 

北米地域統括 

監査部 

金属本部長 

北米地域統括 

金属企画部 

顧客 

柳瀬 英喜 

＜昇任＞ 

副社長、 

極 CEO 

社長補佐 

東京本社担当、海外地域管掌、 

国内地域・顧客管掌(副) 

欧州地域統括、 新興地域統括 

豪亜地域統括 

豊田通商アジアパシフィック社社長 

日髙 俊郎 本部 CEO 機械・エネルギー・プラントプロジェクト本部 

海外地域管掌（副） 

機械・エネルギー・プラントプロジェクト企画

部 

機械・エネルギー・プラントプロジェクト本部

長 

機械・エネルギー・プラントプロジェクト企画

部 

Richard Bielle 本部 CEO、 

極 CEO 

アフリカ本部 

アフリカ地域統括 

CFAO(セーファーオー）社社長 

アフリカ本部長 

アフリカ地域統括 

CFAO（セーファーオー）社社長 

近藤 隆弘 極 CEO 右記に同じ 

 

東アジア地域統括 

東アジア総代表 

豊田通商（中国）総経理 

北京事務所長 

林 靜 

＜昇任＞ 

極 CEO 豪亜地域統括 

豊田通商アジアパシフィック社社長 

金属本部副本部長 

金属製品 SBU 長 

西日本鋼材部、東日本鋼材部、鉄鋼部、金

属製品貿易部 

椿本 光弘 本部 CEO 化学品・エレクトロニクス本部 

化学品・エレクトロニクス企画部 

化学品・エレクトロニクス本部長 

化学品・エレクトロニクス企画部 

江山 純 本部 CEO グローバル部品・ロジスティクス本部 

グローバル部品・ロジスティクス企画部 

グローバル部品・ロジスティクス本部長 

グローバル部品・ロジスティクス企画部 

永井 康裕 CCO、CAO 法務部、秘書部、人事部、総務部、ERM・危

機管理・BCM 推進部 

原価低減・改善部、物流部、安全・環境推進

部、ERM部、法務部、秘書部、人事総務部、

危機管理・BCM 推進部 

富永 浩史 CSO、CIO、 

CTO 補佐 

渉外・広報担当 

経営企画部、IT 戦略部 

渉外・広報担当 

経営企画部、IT 戦略部 

岩本 秀之 CFO 経理部、営業経理部、財務部、 

投資・審査部 

経理部、営業経理部、財務部 

山波 正人 本部 CEO 自動車本部 自動車本部長 

アフリカ本部長補佐、 

顧客 

斉藤 尚治 

＜昇任＞ 

本部 CEO 金属本部 

金属企画部 

金属本部長補佐 

豊田スチールセンター(株)社長 

米永 裕史 

＜昇任＞ 

本部 CEO 食料・生活産業本部 

食料・生活産業企画部 

グローバル部品・ロジスティクス本部長補佐

自部品用品・資材 SBU 長 

営業開発部、用品事業部、自動車部品部、

産業資材部 
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２．執行幹部人事 (４月１日付) 
 

執行幹部(33 名) 

氏名 職位 新担当 現担当 

大場 清義 極 CEO 補佐、 

カンパニープレジデント 

豪亜地域 

豊田通商タイランド社社長 

豊田通商タイランド社社長 

豪亜地域 

井上 義博 本部 COO、 

極 CEO 補佐 

機械・エネルギー・プラントプロジェクト本部

エネルギー・プラント SBU、新興地域 

エネルギｰ事業開発部、エネルギー貿易

部、プラント・プロジェクト部 

機械・エネルギー・プラントプロジェクト本

部長補佐、電力事業 SBU 長、エネルギ

ー・プラント SBU 長 

電力事業部、再生・新規電力事業部、エ

ネルギー事業開発部、エネルギー貿易

部、プラント・プロジェクト部、新興地域 

稲角 秀幸 カンパニープレジデント (株)ユーラスエナジーホールディングス社

社長 

機械・エネルギー・プラントプロジェクト本

部長補佐、 

(株)ユーラスエナジーホールディングス

社社長 

今井 斗志光 本部 COO、 

極 CEO 補佐 

アフリカ本部 自動車 SBU、アフリカ地域 

アフリカ企画部、トヨタアフリカ自動車部、

アフリカ自動車部 

アフリカ本部長補佐、 

トヨタアフリカ自動車部、アフリカ自動車

部 

木村 和昌 アフリカ本部新規事業

開発 COO 

アフリカ企画部 アフリカ本部長補佐 

鈴木 敏 極 CEO 補佐、 

カンパニープレジデント 

北米地域、豊田通商メキシコ社社長 豊田通商メキシコ社社長、北米地域 

早田 元哉 極 CEO 補佐、 

カンパニープレジデント 

新興地域、NovaAgri（ノバアグリ）社会長兼

CEO 

食料・生活産業本部長補佐 

NovaAgri（ノバアグリ）社会長兼 CEO、新

興地域 

秦 直之 本部 COO 金属本部 自動車素材 SBU 

自動車素材第一部、自動車素材第二部、

自動車素材第四部、西日本鋼材部、国内

地域、顧客 

金属本部長補佐、自動車素材 SBU 長 

自動車素材第一部、自動車素材第二

部、自動車素材第三部、自動車素材第

四部、国内地域、顧客 

青木 厚 カンパニープレジデント (株)ネクスティエレクトロニクス社長 化学品・エレクトロニクス本部長補佐 

(株)ネクスティエレクトロニクス社長 

服部 治行 本部 COO 食料・生活産業本部 穀物 SBU、食品

SBU 

穀物第一部、穀物第二部、大阪食料部、

食品部 

食料・生活産業本部長補佐、穀物 SBU

長、食品 SBU 長 

穀物第一部、穀物第二部、大阪食料部、

食品部 

前田 滋樹 本部 COO グローバル部品・ロジスティクス本部 グロ

ーバル部品 SBU 

グローバル部品第一部、グローバル部品

第二部、グローバル部品第三部、グロー

バル部品第四部、国内地域、顧客 

グローバル部品・ロジスティクス本部長

補佐、 グローバル部品 SBU 長 

グローバル部品第一部、グローバル部

品第二部、グローバル部品第三部、グロ

ーバル部品第四部、グローバル部品事

業推進部、国内地域、顧客 

佐合 昭弘 極 CEO 補佐、 

カンパニープレジデント 

北米地域、豊田通商アメリカ社社長 豊田通商アメリカ社社長、北米地域 

浦田 和幸 本部 COO 化学品・エレクトロニクス本部 自動車材

料 SBU、化学品 SBU 

自動車材料事業推進部、グローバル自動

車材料部、ネクストモビリティケミカル材料

部、基礎化学品部、産業化学品部、無機

化学品部、有機原料・事業統括部 

化学品・エレクトロニクス本部長補佐、化

学品 SBU 長 

基礎化学品部、産業化学品部、無機化

学品部、化学品事業統括部 

化学品事業統括部長 

柿原 安博 本部 COO、 

CTO 補佐 

化学品・エレクトロニクス本部 エレクトロ

ニクス SBU 

電子事業統括部、情報産業部、ネクストモ

化学品・エレクトロニクス本部長補佐、エ

レクトロニクス SBU 長、 

電子事業統括部、情報産業部、ネクスト
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ビリティエレクトロニクス事業部、顧客 モビリティエレクトロニクス事業部、顧客 

中山 弘揮 本部 COO、 

極 CEO 補佐 

グローバル部品・ロジスティクス本部 ロジ

スティクス・モジュール SBU、豪亜地域 

SCM 機能統括部、ロジスティクス事業部、

モジュール事業部 

グローバル部品・ロジスティクス本部長

補佐、グローバルロジスティクス・アッセ

ンブリーSBU 長 

物流事業部、パーツアッセンブリー事業

部、生産・物流機能統括部、豪亜地域 

入川 史郎 本部 COO 自動車本部 ディーラー事業 SBU、バリュ

ーチェーン SBU 

ディーラー事業部、中国自動車部、カスタ

マーサービス部、自動車バリューチェーン

事業部 

自動車本部長補佐、ディーラー事業SBU

長 

ディーラー事業部、中国自動車部、自動

車事業開発部 

綿貫 辰哉 極 CEO 補佐、CTO 補

佐 

東アジア地域、海外地域管掌補佐 

中国・東アジア部 

海外地域管掌補佐、 

新規事業開発部、ネクストモビリティ推進

部、ネクストテクノロジーファンドﾞ推進

室、中国・東アジア部 

ネクストテクノロジーファンド推進室長 

秋山 守 極 CEO 補佐 新興地域、 

渉外・広報担当補佐、海外地域管掌補

佐、 

原価低減・改善部、物流部、安全・環境推

進部、渉外広報部、海外地域統括部 

渉外広報部長 

渉外・広報担当補佐、海外地域管掌補

佐 

渉外広報部、海外地域統括部、欧州地

域、新興地域 

渉外広報部長 

江積 哲也 本部 COO 自動車本部 トヨタ SBU 

米州・欧州自動車部、豪亜・中近東自動車

部、KD 事業部 

自動車本部長補佐、トヨタ SBU 長 

米州・欧州自動車部、豪亜・中近東自動

車部 

金澤 勇一 極 CEO 補佐、 

カンパニープレジデント 

豪亜地域、豊田通商インディア社社長 

コロンボ事務所長 

豊田通商インディア社社長、豪亜地域 

コロンボ事務所長 

Michael  

T. Lavender 

極 CEO 補佐 北米地域 

豊田通商アメリカ社副社長 

豊田通商アメリカ社副社長、北米地域 

国弘 浩介 本部 COO 機械・エネルギー・プラントプロジェクト本部

機械 SBU 

ユニット機械部、ボデー機械部、産業機械

部、ネクストモビリティ機械事業室、建機事

業部、顧客 

豊田支店長 

機械・エネルギー･プラントプロジェクト本

部長補佐、機械 SBU 長 

ユニット機械部、ボデー機械部、産業機

械部、建設事業部、ネクストモビリティ機

械事業室 

豊田支店長 

原田 繁 本部 COO 自動車本部 マルチブランド SBU 

自動車企画部、産業車輌部、日野自動車

部、車両営業部、顧客 

自動車本部長補佐、マルチブランド SBU

長 

自動車企画部、日野自動車部、車両営

業部 

濱田 明生 極 CEO 補佐、 

カンパニープレジデン

ト、 

CTO 補佐 

東アジア地域、豊田通商（上海）総経理 

ネクストモビリティ東アジア統括 

豊田通商（上海）総経理、ネクストモビリ

ティ東アジア統括 

南 浩二 本部 COO、 

極 CEO 補佐 

アフリカ本部 テクノロジー＆エネルギー

SBU、ヘルスケア SBU、消費財・生活産業

SBU、アフリカ地域 

CFAO（セーファーオー）社副社長 

アフリカ本部長補佐、自動車 SBU 長、機

械・テクノロジー・新規事業 SBU 長、ヘル

スケア・化学品 SBU 長、食品・生活産業

SBU 長 

CFAO(セーファーオー）社副社長、アフリ

カ企画部、アフリカ事業開発部 

片山 昌治 

＜新任＞ 

本部 COO 金属本部 金属資源 SBU 

金属資源第一部、金属資源第二部、金属

トレーディングﾞ部、資源開発部 

 

資源開発部長 
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堀崎 太 

＜新任＞ 

本部 COO グローバル部品・ロジスティクス本部 自

部品用品・資材 SBU 

営業開発部、グローバル部品事業推進

部、用品事業部、自動車部品部、機能材・

セイフティ事業部 

豊田通商アメリカ社副社長 

佐藤 一範 

＜新任＞ 

カンパニープレジデント 右記に同じ 豊通ケミプラス(株)社長 

反尾 敏幸 

＜新任＞ 

本部 COO 食料・生活産業本部 保険 SBU、ライフス

タイル SBU 

保険部、ライフスタイル部、リビング＆ヘル

スケア部、顧客 

豊田通商タイランド社取締役 

唐戸 潤 

＜新任＞ 

CTO 補佐 新規事業開発部、ネクストモビリティ推進

部、ネクストテクノロジーファンドﾞ推進室 

ネクストモビリティ推進部長、 

ネクストテクノロジーファンド推進室長 

ネクストモビリティケミカル材料部長 

平田 竜也 

＜新任＞ 

本部 COO 機械・エネルギー・プラントプロジェクト本部

電力事業 SBU 

電力事業部、再生・新規電力事業部 

CFAO 社 

廣部 貴巳 

＜新任＞ 

極 CEO 補佐、 

カンパニープレジデント 

欧州地域、 

豊田通商ヨーロッパ社社長、豊田通商 UK

社社長 

豊田通商ヨーロッパ社社長、 

豊田通商 UK 社社長 

石井 宏昌 

＜新任＞ 

本部 COO 金属本部 金属製品 SBU 

自動車素材第三部、東日本鋼材部、鉄鋼

部、金属製品貿易部 

自動車素材第四部長 

 

３．退任執行役員 (３月 31 日付) 
 

役職 氏名 今後の予定 現担当 

副社長執行役員 山際 邦明 取締役 

 

社長補佐 

東京本社担当補佐、社長特命事項担当、 

海外地域管掌、欧州地域統括、新興地域統括 監査部 

副社長執行役員 松平 惣一郎 取締役 社長補佐 

東京本社担当、国内地域・顧客鑑賞（副）、海外地域管掌（副） 

CTO 

副社長執行役員 大井 祐一 取締役 社長補佐 

国内地域・顧客管掌、海外地域管掌（副） 

専務執行役員 三浦 芳樹 － 食料・生活産業本部長 

常務執行役員 松下 剛 － 

 

食料・生活産業本部副本部長 

保険 SBU 長、ライフスタイル SBU 長 

保険部、アパレル事業部、リビング＆ヘルスケア部、顧客 

常務執行役員 荒木 俊雄 豊 田 ス チ ー ル セ ン タ ー

(株)代表取締役社長 

 

金属本部長補佐 

金属資源 SBU 長 

金属資源第一部、金属資源部第二部、金属トレーディング部、資

源開発部 

執行役員 田坂 寛 － 食料・生活産業本部長補佐 

福助（株）社長 

執行役員 近藤 正範 大阪支店長 / 嘱託 自動車本部長補佐 

バリューチェーン SBU 長 

産業車輌部、カスタマーサービス部、KD 事業部、顧客 

執行役員 神谷 哲也 第一石鹸(株)顧問 

（同社定時株主総会日付

にて代表取締役社長に

就任予定） 

化学品・エレクトロニクス本部長補佐 

自動車材料 SBU 長 

グローバル自動車材料第一部、グローバル自動車材料第二部、

ネクストモビリティケミカル材料部 
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４．部長・所長等 異動 (４月１日付) 
 

（変更分のみ、34 名） 

本部/極 新所属 新職位 氏名 現所属 現職位 

 

 

金属 

自動車素材第一部 部長 渡辺 慎也 自動車素材第一部 自動車鋼板第一

グループ （知多） 

グループリーダー

自動車素材第二部 部長 宮本 貴章 自動車素材第二部 自動車素材第一

グループ 

グループリーダー

自動車素材第四部 部長 市川 和彦 自動車素材第一部 部長 

資源開発部 部長 藤原 健雄 金属企画部付 ― 

 

グロロジ 

グローバル部品･ロジスティクス企

画部 

部長 青山 泰介 海外地域統括部 海外統括室 ― 

グローバル部品第三部 部長 井澤 光彦 グローバル部品第三部 営業推進第

二グループ 

グループリーダー

ロジスティクス事業部 部長 遠藤 昭弘 豊田通商アメリカ ― 

自動車 米州･欧州自動車部 部長 栗原 浩 米州・欧州自動車部 第一グループ グループリーダー

中国自動車部 部長 三輪 昌之 自動車企画部 町いちばんグループ グループリーダー

産業車輌部 部長 志田 晃 自動車企画部 企画事業グループ グループリーダー

カスタマーサービス部 部長 前澤 知之 カスタマーサービス部 純正部品第一

グループ 

グループリーダー

自動車バリューチェーン事業部 部長 赤坂 拓郎 中国自動車部 部長 

機エネ 

プラ 

機械･エネルギー・プラントプロジェ

クト企画部 

部長 内山 和浩 経理部 部長 

ネクストモビリティ機械事業室 室長 小泉 彰広 （株）豊通テック  ― 

エネルギー事業開発部 部長 吉川 宏次 エネルギー事業開発部 アジア太平洋

ガス・石油グループ 

グループリーダー

化エレ ネクストモビリティケミカル材料部 部長 伊与田 真 ネクストモビリティケミカル材料部 電

子材料グループ 

グループリーダー

自動車材料事業推進部 部長 佐藤 崇 ネクストモビリティケミカル材料部 事

業統括グループ 

グループリーダー

有機原料・事業統括部 部長 金沢 良親 豊通ケミプラス（株） ― 

食料 

生活 

保険部 

豊通インシュアランスマネジメント

（株） 

部長 

代表取締

役（留任）

川久保 博幸 豊通インシュアランスマネジメント（株） ― 

ライフスタイル部 部長 福田 康正 アパレル事業部 アパレル戦略企画グ

ループ 

グループリーダー

コーポ 

部門 

ネクストモビリティ推進部 

ネクストテクノロジーファンド推進室 

部長 

室長 

唐戸 潤 ネクストモビリティケミカル材料部 部長 

渉外広報部 副部長 相原 裕司 PT.豊田通商 インドネシア ― 

経理部 部長 會田 靖 経理部 管理連結グループ グループリーダー

投資・審査部 部長 山田 博泰 ERM 部 部長 

秘書部 部長 神谷 則佳 人事総務部 部長 

人事部 部長 大川 久志 豊田通商アジアパシフィック ― 

総務部 部長 森畑 明 （株）豊通マシナリー ― 

大阪支店 支店長 近藤 正範 自動車本部長補佐 執行役員 

北陸支店 支店長 岡野 雅貴 国内地域・顧客統括部 国内企画室 ― 

豪亜極 ジャカルタ事務所 事務所長 大坪 卓 再生・新規電力事業部 再生可能グル

ープ 

― 

プノンペン事務所 事務所長 西原 智 用品事業部付 ― 

東アジ

ア極 

台湾豊田通商股ｲ分有限公司 副総経理 畑 一星 SDP グローバル（株） ― 

新興極 豊田通商ブラジル 社長 今井 茂博 グローバル部品第三部 部長 

ハバナ事務所 事務所長 田中 豊和 日野モーターズ デ ベネズエラ ― 
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５．取締役人事(６月定時株主総会日付予定)  

 
１）新任取締役 （２名）★：代表取締役 

新職位 氏名 職位(４月１日時点) 

★取締役 村田 稔 副社長 

取締役 柳瀬 英喜 副社長 

 

 

２）新任監査役 （１名） 

新職位 氏名 現職 

監査役 高橋 勉 あずさ監査法人 副理事長 

 

 

３）退任取締役 （３名）★：代表取締役 

氏名 職位(４月１日時点) 

山際 邦明 ★取締役 

松平 惣一郎 ★取締役 

大井 祐一 ★取締役 

 

 

４）退任監査役 （１名） 

氏名 職位(４月１日時点) 

田島 和憲 監査役 
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※６月定時株主総会日後の取締役・監査役体制 

 

取締役 （11 名） ★：代表取締役           ＜参考＞ ４月１日付取締役 （12 名）  
職位 氏名  役職 氏名 

★取締役会長 

 

加留部 淳  ★取締役会長 加留部 淳 

★取締役社長 

 

貸谷 伊知郎  ★取締役社長 貸谷 伊知郎 

★取締役 

 

村田 稔  ★取締役 山際 邦明 

取締役 

 

柳瀬 英喜  ★取締役 松平 惣一郎 

取締役 

 

永井 康裕  ★取締役 大井 祐一 

取締役 富永 浩史  取締役 永井 康裕 

取締役 岩本 秀之  取締役 富永 浩史 

取締役(社外) 

 

川口 順子 

 

 取締役 岩本 秀之 

取締役(社外) 

 

藤沢 久美  取締役（社外） 川口 順子 

取締役(社外) 

 

河本 邦仁  取締役（社外） 藤沢 久美 

取締役(社外) Didier Leroy 

(ディディエ ルロワ) 

 取締役（社外） 河本 邦仁 

   取締役（社外） Didier Leroy 

(ディディエ ルロワ） 

 

 

監査役 （５名）                      ＜参考＞ ４月１日付監査役 （５名）  
職位 氏名  役職 氏名 

常勤監査役 

 

塩﨑 泰司  常勤監査役 塩﨑 泰司 

常勤監査役 

 

柚原 一夫  常勤監査役 柚原 一夫 

監査役 

 

豊田 周平  監査役 豊田 周平 

監査役 

 

桑野 雄一郎  監査役 田島 和憲 

監査役 

 

高橋 勉  監査役 桑野 雄一郎 

 

 

 

 

 

本件は、中部経済産業記者会と貿易記者会へ同時に資料配布しています。 

 

【本件の問い合わせ先】 

 

豊田通商株式会社  渉外広報部       広報室    （東京）             TEL: 03-4306-8200 

       


