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　　     いしい　よしまさ
　トヨタ紡織株式会社（本社：愛知県刈⾕市、社⻑：⽯井克政）は、2017年４⽉１⽇付で、組織および
役員体制を変更します。

　ＩｏＴや⼈⼯知能の技術⾰新が加速する中で、モビリティを取り巻く環境も⼤きく変貌することが予想されて

います。⾃動⾞業界の⼤きな地殻変動ともいえる この変化に対応するために、トヨタ紡織は、昨年11⽉、

「2030年のありたい姿＝成⻑戦略」を描き、これを実現するためのロードマップとして、中期経営実⾏計画を

策定しました。今回の変更は、この「ありたい姿」をスピード感をもって実現するため、組織と役員体制を

⾒直したものです。

１．変更内容
 ① 成⻑戦略における先⾏開発⼒強化を⽬的に、機能連携推進分野に先端開発領域を新設し、

先端開発部と⾞室空間企画部をおく

 ② 基礎研究所は、本部/領域に属さない直轄組織とする

 ③ 製品事業分野に新興国⼩型⾞事業本部を新設
　 　低コストの製品開発・調達・モノづくりの改⾰を、機能横断的に推進する

 ④ 管理スパンの適正化を⽬的に、⼤⼝⼯場と岐⾩⼯場を統合し、⼤⼝岐⾩⼯場とする

１．変更内容

  　 (1) 専務理事を新設する
　　　　　  - 極めて⾼い専⾨的能⼒を持ち、その領域において経営に⼤きな影響を及ぼすような職責を担う

２．役員⼈事

　 　(1) ４⽉１⽇付の役員変更

①昇任副社⻑（１名）

副社⻑ 専務役員
⽒　　名 新　役　職 現　役　職

堀　 　　弘　平
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②退任副社⻑（１名）

※１：４⽉１⽇付で代表権を有さない取締役に就任、およびＴＢカワシマ株式会社 顧問就任

③昇任専務役員（２名）

④退任専務役員（１名）

　 　　　(2) ３⽉３１⽇付の役員変更

①退任常務役員（３名）

※2: ４⽉１⽇付で専務理事に就任
※3: ４⽉１⽇付で当社 顧問就任、およびＴＢカワシマ株式会社 顧問就任
※4: ４⽉１⽇付で当社 顧問就任、およびＴＢ物流サービス株式会社 顧問就任

１．３⽉３１⽇付 退任常務理事（１名）

２．３⽉３１⽇付 退任技監（２名）

※5: ４⽉１⽇付で顧問就任

３．３⽉３１⽇付 退任主監（１名）

※6: ４⽉１⽇付で顧問就任
伊　藤　⽂　隆 ※6

⽒　　名

平　野　芳　昭 ※5
⽯　川　捷　三 ※5

常務役員

⽒　　名
中　江　和　敏

⼭　内　得　次

新　役　職

⻤　頭　　修　※2

伊⾖原　康之　※3

川 崎 俊 夫　※4

代表取締役副社⻑　※１

⽒　　名

⽒　　名

⼩　⼭　秀　市 取締役

専務役員

⽒　　名

取締役 取締役 専務役員

現　役　職
常務役員

新　役　職

専務役員
加　納　伸　⼆

現　役　職

⽒　　名 新　役　職 現　役　職

⽒　　名

望　⽉　郁　夫

Ⅲ．⼈ 事 異 動
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４．４⽉１⽇付 新任専務理事（１名）

５．４⽉１⽇付 新任常務理事（７名）

１．４⽉１⽇付 役員の担当委嘱の変更

現　役　職⽒　　名

酒　井　⾠　⼰ 第１シート設計部 部⻑
深　本　昌　宏 シート製品企画部 EPM

加　藤　浩　之 トヨタ紡織アジア　Vice President
畔　柳　正　樹 第１製造センター 主査

岩　森　俊　⼀ 経理部 部⻑

滝　隆道

取締役 副社⻑
　 主に地域事業分野
　（除く：⽶州、欧州・アフリカ）と関連する
　 機能連携推進分野の執⾏を監督

　 安全衛⽣環境領域　領域⻑
　 トヨタ紡織アジア　会⻑（⾮常勤）

沼　　　毅

現

取締役 副社⻑
　 主に地域事業分野
　（除く：⽶州、欧州・アフリカ）と関連する
　 機能連携推進分野の執⾏を監督

　 安全衛⽣環境領域　領域⻑

取締役 副社⻑
　　主にコーポレート分野と地域事業分野のうち
　　欧州・アフリカ地域本部の執⾏を監督
　
　品質領域　領域⻑

専務役員
　シート事業本部　本部⻑

新⽒　　名

取締役 専務役員
　経営企画本部　本部⻑
　収益管理本部　本部⻑
　経営管理本部　本部⻑

鈴⽊　輝男 

取締役 専務役員
　経営企画本部　本部⻑
　経営管理本部　本部⻑

取締役 副社⻑
　　主にコーポレート分野と地域事業分野のうち、
　　⽶州、欧州・アフリカ地域本部の執⾏を監督
　
　品質領域　領域⻑
　トヨタ紡織アメリカ　会⻑（⾮常勤）
　トヨタ紡織ヨーロッパ　会⻑（⾮常勤）

堀　弘平
副社⻑
　　基礎研究所と主に製品事業分野と
　　関連する機能連携推進分野の執⾏を監督

シート部品先⾏開発部 部⻑
加　藤　康　久 トヨタ紡織アメリカ　Vice President

⻤　頭　　　修 常務役員
⽒　　名 現　役　職

星　原　直　明

Ⅳ．担当委嘱の変更
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常務役員
　トヨタ紡織アジア　社⻑

専務役員
　欧州・アフリカ地域本部　本部⻑
　トヨタ紡織ヨーロッパ　会⻑兼社⻑
　欧州OEM統括

加納　伸⼆
専務役員
　⽣産技術領域　領域⻑

常務役員
　シート⽣技センター　センター⻑
　⽣産技術領域　領域⻑

常務役員
　トヨタ紡織アメリカ　上級副社⻑
　トヨタ紡織ブラジル　社⻑

望⽉　郁夫 専務役員
　トヨタ紡織アメリカ　上級副社⻑

川崎　敏幸

常務役員
　第１製造センター　センター⻑
　猿投⼯場　⼯場⻑
　⾼岡⼯場　⼯場⻑
　豊橋⼯場　⼯場⻑

常務役員
　猿投⼯場　⼯場⻑
　⾼岡⼯場　⼯場⻑

⻲野　宙⼀
常務役員
　　欧州・アフリカ地域本部　本部⻑
　　トヨタ紡織ヨーロッパ　社⻑

常務役員
　トヨタ紡織ヨーロッパ　上級副社⻑

蜂須賀　学
常務役員
　トヨタ紡織アジア　上級副社⻑
　トヨタ紡織インドネシア　社⻑

五百⽊　広志
常務役員
　⽇本地域本部　本部⻑
　第２製造センター　センター⻑

専務役員
　⽶州地域本部　本部⻑
　トヨタ紡織アメリカ　会⻑兼社⻑

専務役員
　アジア・オセアニア地域本部　本部⻑
　トヨタ紡織アジア　会⻑

伊藤　嘉浩
専務役員
　⽶州地域本部　本部⻑
　トヨタ紡織アメリカ　社⻑

専務役員
　シート事業本部　副本部⻑
　シート部品センター　センター⻑
　ACTセンター　センター⻑

南　　　康
専務役員
　アジア・オセアニア地域本部　本部⻑
　トヨタ紡織アジア　社⻑

⽯井　正哉

専務役員
　内外装事業本部　本部⻑
　欧州OEM統括

常務役員
　トヨタ紡織アメリカ　上級副社⻑

⽯川　雅信

専務役員
　シート事業本部　本部⻑
　ACTセンター　センター⻑

現⽒　　名 新
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２．４⽉１⽇付 専務理事、常務理事、技監の担当委嘱の変更　（○：G1からの昇格者）

○　加藤　浩之
常務理事
　トヨタ紡織アジア　上級副社⻑
　新興国⼩型⾞事業本部　 副本部⻑

　トヨタ紡織アジア　Vice President

○　畔柳　正樹 常務理事
　トヨタ紡織アジア　上級副社⻑

　第１製造センター　主査

○　星原　直明 常務理事
　シート部品センター　センター⻑

　シート部品先⾏開発部　部⻑

新 現

⻤頭　修
専務理事
　先端開発領域　領域⻑
　基礎研究所　所⻑

常務役員
　先端研究開発本部　本部⻑
　基礎研究所　所⻑

⽒　　名

常務理事
　ユニット部品⽣技センター　センター⻑
　刈⾕⼯場　⼯場⻑
　[兼]ユニット部品⽣技部　部⻑

中條　敏⽂

常務理事
　経営企画本部　副本部⻑
　営業調達領域　領域⻑
　[兼]営業企画部　部⻑

常務理事
　営業調達領域　領域⻑

笛⽥　泰弘
常務役員
　収益管理本部　本部⻑
　業務改⾰本部　本部⻑

常務役員
　業務改⾰本部　本部⻑
　収益管理本部　副本部⻑

傍嶋　政道
常務役員
　内装ＳＳセンター　センター⻑
　[兼]内装製品企画部　部⻑

常務役員
　内外装事業本部　本部⻑
　内装ＳＳセンター　センター⻑

○　加藤　康久
常務理事
　シート⽣技センター　センター⻑
　[兼]シート⾻格⽣技部 部⻑

　トヨタ紡織アメリカ　Vice President

榊原　正⼰

常務理事
　ユニット部品⽣技センター　センター⻑
　刈⾕⼯場　⼯場⻑
　[兼]ＦＰＴ⽣技部　部⻑

森　　俊彦

常務理事
　⼤⼝岐⾩⼯場　⼯場⻑
　関東⼯場　⼯場⻑
　[兼]ＶＡ推進室　室⻑

常務理事
　⼤⼝⼯場　⼯場⻑
　[兼]ＶＡ推進室　室⻑

常務役員
　シートＳＳセンター　センター⻑
　ＢＲ開発プロセス改⾰室　担当
　[兼]シート製品企画部　部⻑

現

⾓⽥　浩樹

常務役員
　新興国⼩型⾞事業本部　本部⻑
　[兼]事業企画部　部⻑

⽒　　名 新
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○　酒井　⾠⼰
常務理事
　シートＳＳセンター　センター⻑
　[兼]シート製品企画部　部⻑

　第１シート設計部　部⻑

⽒　　名 新 現

○　深本　昌宏 常務理事
　トヨタ紡織ヨーロッパ　上級副社⻑

　シート製品企画部 EPM

○　岩森　俊⼀
常務理事
　収益管理本部　副本部⻑
　[兼]経理部　部⻑

　経理部　部⻑

⼩川　⾢明
技監
　アジア・オセアニア地域本部　本部⻑補佐
　中国地域本部　本部⻑補佐

技監
　モノづくり推進領域　領域⻑補佐



Ｐ １

　　　　　　 　１．業務執⾏体制（４⽉１⽇付）

会 ⻑ 豊　⽥　周　平 ◇ 専務理事 ⻤　頭　　　 修
社 ⻑ ⽯　井　克　政 常務理事 森　　 　俊　彦
副社⻑ 滝　　　 隆　道 常務理事 ⼭　⼝　真　⼀
副社⻑ 沼　　　　　　毅 常務理事 中　村　道　彦

○ 副社⻑ 堀　　　 弘　平 常務理事 内　藤　雅　俊
専務役員 ⼭　本　　　 直 常務理事 寺　地　誠　司
専務役員 鈴　⽊　輝　男 常務理事 ⼩　林　宏　次
専務役員 伊　藤　嘉　浩 常務理事 庄　　　 志　強
専務役員 南　　　　　  康 常務理事 中　條　敏　⽂
専務役員 ⽯　井　正　哉 常務理事 永　⽥　伸　久
専務役員 ⽯　川　雅　信 常務理事 榊　原　正　⼰

□ 専務役員 望　⽉　郁　夫 常務理事 ⾜　⽴　記　通
□ 専務役員 加　納　伸　⼆ ※ 常務理事 星　原　直　明

常務役員 蜂 須 賀　　学 ※ 常務理事 加　藤　康　久
常務役員 五 百 ⽊　広 志 ※ 常務理事 加　藤　浩　之
常務役員 川　崎　敏　幸 ※ 常務理事 畔　柳　正　樹
常務役員 ⻲　野　宙　⼀ ※ 常務理事 酒　井　⾠　⼰
常務役員 ⾓　⽥　浩　樹 ※ 常務理事 深　本　昌　宏
常務役員 ⼩　出　⼀　夫 ※ 常務理事 岩　森　俊　⼀
常務役員 坂　井　⽣　知
常務役員 笛　⽥　康　弘
常務役員 ⾜　⽴　昌　司
常務役員 傍　嶋　政　道

（○昇任副社⻑） （◇新任専務理事）
（□昇任専務役員） （※新任常務理事）

別紙
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別紙

 シートＳＳセンター

 内装ＳＳセンター

 ユニット部品生技センター

 シート部品センター

 シート生技センター

 ＡＣＴセンター

 内外装部品センター

欧州・アフリカ地域本部

中国地域本部

アジア・オセアニア地域本部

日本地域本部

米州地域本部

内外装事業本部

新興国小型車事業本部

2017年4月1日付 組織図

株主総会

取締役会 監査役会

シート事業本部

 安全衛生環境領域

 第2製造センター

 第1製造センター

 先端開発領域

ユニット部品事業本部

 モノづくり推進領域

経営戦略会議・経営企画会議・経営会議

事業・地域戦略会議

製品事業企画・管理会議

機能会議

 技術開発領域

 生産技術領域

 営業調達領域

 生産管理領域

 品質領域

[ 製品事業分野 ]

[ 機能連携推進分野 ]

[ 地域事業分野 ]

[ コーポレート分野 ]

 業務改革本部

 経営企画本部

 経営管理本部

 収益管理本部

 基礎研究所
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