
2017年3⽉1⽇

　　　　　　トヨタ⾞体株式会社（本社：愛知県刈⾕市⼀⾥⼭町　取締役社⻑：増井敬⼆）は、2017年3⽉1⽇開催の
　　　　取締役会において、役員⼈事および⼈事異動を決議・内定いたしました。

Ⅰ.役員の⼈事異動

  1.2017年4⽉1⽇付の異動

(1)執⾏役員の異動
①新任執⾏役員

氏　名
杉浦  　⼀成

②退任執⾏役員

林　　  正敏

　2.第102回定時株主総会⽇(6⽉開催予定)付の異動
（2017年6⽉開催予定の第102回定時株主総会および終了後の取締役会・監査役の協議を経て正式に決定いたします）

(1)取締役の異動
①退任予定取締役

網岡　　卓⼆

大橋　　宏

(2)監査役の異動
①新任監査役候補

氏　名
林　　  正敏

②退任予定監査役

浅岡　 幸雄

役員⼈事および⼈事異動について

新役職

 当社顧問に就任予定

現役職氏　名

現役職氏　名

氏　名 現役職
 当社相談役に就任予定

 当社技監に就任予定

現役職

 4⽉に当社顧問に就任し、6⽉開催予定の
 定時株主総会で常勤監査役に就任する予定

常務役員

常務役員

常勤監査役

⼈事部　部⻑

代表取締役会⻑　

代表取締役副社⻑

常勤監査役 常務役員
現役職新役職



　3.2017年4⽉1⽇付および第102回定時株主総会後の役員体制

(1)取締役・専務役員・常務役員

代表取締役会⻑ 網岡    卓⼆  代表取締役社⻑ 増井    敬⼆
代表取締役社⻑ 増井    敬⼆  代表取締役副社⻑ ⽯⿊    明⼆ 
代表取締役副社⻑ 大橋     宏  取締役 中嶋    裕樹
代表取締役副社⻑ ⽯⿊    明⼆  取締役・専務役員 ⼩⻄    雄三
取締役 中嶋    裕樹 取締役・専務役員 ⼭﨑  隆太郎
取締役・専務役員 ⼩⻄    雄三  専務役員 杉田     豊
取締役・専務役員 ⼭﨑  隆太郎 取締役・専務役員 ⼋重⼝  敏⾏
専務役員 杉田     豊 専務役員 近藤  理津男
取締役・専務役員 ⼋重⼝  敏⾏ 取締役・専務役員 唐澤     敬
専務役員 近藤  理津男 常務役員 須田    恭弘
取締役・専務役員 唐澤     敬 常務役員 広瀬    康宏
常務役員 須田    恭弘 常務役員 木村     健
常務役員 広瀬    康宏 常務役員 片⼭    純裕
常務役員 木村     健 常務役員 豊田     晋 
常務役員 片⼭    純裕 常務役員 中根    秀樹
常務役員 豊田     晋 常務役員 米澤  　公博
常務役員 中根    秀樹 常務役員 ⽯川    拓⽣
常務役員 米澤  　公博 常務役員 松尾    勝博
常務役員 ⽯川    拓⽣ 常務役員 ⼩野⼭  利昭
常務役員 松尾    勝博 常務役員 近藤    康夫
常務役員 ⼩野⼭  利昭 常務役員 桑原  　英広
常務役員 近藤    康夫 常務役員 ⼩⼭  　憲⼀
常務役員 桑原  　英広 常務役員 安藤  　章宏
常務役員 ⼩⼭  　憲⼀ 常務役員 杉浦　　⼀成
常務役員 安藤  　章宏
常務役員 杉浦　　⼀成

(2)監査役

常勤監査役 太田     ⼒ 常勤監査役 太田     ⼒
常勤監査役 浅岡    幸雄 常勤監査役 林　　　 正敏
監査役 丸⼭    弘昭 監査役 丸⼭    弘昭

第102回定時株主総会後の体制2017年4⽉1⽇付 体制

第102回定時株主総会後の体制2017年4⽉1⽇付 体制



4.2017年4⽉1⽇付 取締役副社⻑・専務役員・常務役員の担当 (下線部が現担当からの変更箇所）
新担当 現担当

取締役副社⻑ 大橋 宏 社⻑補佐 ※ 開発本部統括
　　※6⽉開催予定の定時株主総会終結の時まで 【部担当】 ﾃﾞｻﾞｲﾝ部

取締役副社⻑ ⽯⿊ 明⼆ ⽣産技術本部、⽣産本部統括 ⽣産技術本部、⽣産本部統括
専務役員 ⼩⻄ 雄三 開発本部統括 【部門担当】 特装・福祉、開発

【部門担当】 特装・福祉、開発 【部担当】 製品企画ｾﾝﾀｰ、
【部担当】 ﾃﾞｻﾞｲﾝ部､製品企画ｾﾝﾀｰ、 ﾎﾞﾃﾞｰ設計部、ＣＡＥ部

ﾎﾞﾃﾞｰ設計部、ＣＡＥ部
専務役員 ⼭﨑 隆太郎 【部門担当】 品質保証 【部門担当】 品質保証

【部担当】 品質保証部、材料技術部 【部担当】 品質保証部、材料技術部
専務役員 杉田 豊 【部門担当】 ⽣産技術 【部門担当】 ⽣産技術

【部担当】 ⽣産技術ｾﾝﾀｰ、工機部 【部担当】 ⽣産技術ｾﾝﾀｰ、工機部
専務役員 ⼋重⼝ 敏⾏ 経営戦略本部統括 経営戦略本部統括

【部門担当】 商品・営業企画、 【部門担当】 商品・営業企画、
経営企画・情報ｼｽﾃﾑ 経営企画、情報ｼｽﾃﾑ

【部担当】 商品・営業企画部、 【部担当】 商品・営業企画部、
経営企画部、情報ｼｽﾃﾑ部 経営企画部、情報ｼｽﾃﾑ部

専務役員 近藤 理津男 【部門担当】 安全衛⽣、⽣産 【部門担当】 安全衛⽣、⽣産
【部担当】  安全衛⽣部、⽣産管理部、 【部担当】  安全衛⽣部、⽣産管理部、

新⾞進⾏管理室 新⾞進⾏管理室
【工場担当】 吉原工場

専務役員 唐澤 敬 コーポレート本部統括 コーポレート本部統括
【部門担当】 経理、⼈事・総務、調達 【部門担当】 経理、⼈事・総務、調達
【部担当】 監査室 【部担当】 監査室

常務役員 須田 恭弘 【部門担当】 環境 【部門担当】 環境
【部担当】 PE環境部、⽣産技術改革室、 【部担当】 PE環境部、⽣産技術改革室、

⽣産技術ｾﾝﾀｰ、 ⽣産技術ｾﾝﾀｰ、
ﾎﾞﾃﾞｰ⽣技部 ﾎﾞﾃﾞｰ⽣技部

常務役員 広瀬 康宏 【部担当】 特装・福祉ｾﾝﾀｰ、試作部 【部担当】 特装・福祉ｾﾝﾀｰ、試作部
常務役員 木村 健 【部担当】 経営企画部、⽣産企画部､ 【部担当】 経営企画部、⽣産企画部､

海外事業部、⽣産技術ｾﾝﾀｰ、 海外事業部、⽣産技術ｾﾝﾀｰ、
ﾌﾟﾚｽ化成⽣技部 ﾌﾟﾚｽ化成⽣技部

常務役員 片⼭ 純裕 【部担当】 BRいなべ改装推進室 【部担当】 BRいなべ改装推進室
【工場担当】 いなべ工場 【工場担当】 いなべ工場

常務役員 豊田 晋 【部担当】 ⽣産調査部、 【部担当】 ⽣産調査部、
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ⽣産支援ｾﾝﾀｰ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ⽣産支援ｾﾝﾀｰ

【工場担当】 吉原工場
常務役員 中根 秀樹 【部担当】 技術管理部、⾞両設計部、 【部担当】 技術管理部、⾞両設計部、

⾞両実験部 ⾞両実験部
常務役員 米澤 公博 ｵｰﾄﾊﾟｰﾂ ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸ ﾞﾐｼｼｯﾋﾟ (株) ｵｰﾄﾊﾟｰﾂ ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸ ﾞﾐｼｼｯﾋﾟ (株)

取締役社⻑ 取締役社⻑
常務役員 ⽯川 拓⽣ 【部担当】 商⽤⾞開発部 【部担当】 商⽤⾞開発部
常務役員 松尾 勝博 ｽｷﾞﾃｨｰｸﾘｴｰﾃｨﾌﾞｽ(株) 取締役社⻑ ｽｷﾞﾃｨｰｸﾘｴｰﾃｨﾌﾞｽ(株) 取締役社⻑

【部担当】 海外事業部 【部担当】 海外事業部
常務役員 ⼩野⼭ 利昭 【部担当】 新規事業開発部 【部担当】 新規事業開発部
常務役員 近藤 康夫 【部担当】 製品企画ｾﾝﾀｰ、内装設計部、 【部担当】 内装設計部、電子設計部

電子設計部
常務役員 桑原 英広 【工場担当】 富士松工場 【工場担当】 富士松工場
常務役員 ⼩⼭ 憲⼀ 【部担当】 BRいなべ改装推進室、 【部担当】 BRいなべ改装推進室、

⽣産技術ｾﾝﾀｰ、塗装⽣技部、 ⽣産技術ｾﾝﾀｰ、塗装⽣技部、
⾞両⽣技部 ⾞両⽣技部

常務役員 安藤 章宏 【部担当】 経理部、調達部 【部担当】 経理部、調達部
常務役員 杉浦 ⼀成 【部担当】 ⼈事部、総務部、  －

健康推進ｾﾝﾀｰ

役職 氏名



Ⅱ．人事異動について

　１.理事への昇格（2017年4⽉1⽇付）
氏　名 現役職

岡本　　誠  ⾞両実験部　主査
田之上　哲朗  BRいなべ改装推進室　室⻑
加藤　久仁明  出向（ｵｰﾄﾊﾟｰﾂ ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸ ﾞﾐｼｼｯﾋﾟ (株)）

以上

世界中のくらしに笑顔と感動をお届けする“もっといいクルマづくり”


