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201４年２月２7 日   

トヨタ自動車東日本株式会社   

 

役員体制役員体制役員体制役員体制のののの変更変更変更変更についてについてについてについて     トヨタ自動車東日本株式会社（本社;宮城県黒川郡大衡村中央平１番地 取締役社長 白根 武史）は、 ２０１４年２月２７日の取締役会において、 １． ２０１４年 6 月開催予定の第２回定時株主総会後の取締役・監査役候補者 ２． ２０１４年４月１日付 取締役の担当変更および執行役員の変更 について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。 
 

 【【【【１１１１．．．．２０１４２０１４２０１４２０１４年年年年６６６６月月月月開催予定開催予定開催予定開催予定のののの第第第第２２２２回定時株主総会後回定時株主総会後回定時株主総会後回定時株主総会後のののの取締役取締役取締役取締役・・・・監査役候補者監査役候補者監査役候補者監査役候補者についてについてについてについて】】】】        「取締役、監査役の選任」については、第２回定時株主総会の承認を経て正式決定いたします。 「役付取締役の選定」および「代表取締役の選定」については、第２回定時株主総会後の取締役会にて 正式決定いたします。 「退任予定取締役」および「退任予定監査役」については、第２回定時株主総会日付で退任いたします。  １）退任予定取締役（１名） 氏 名 現役職  葛原   徹 代表取締役 取締役副社長 （相談役就任予定）  ２）新任監査役候補者（１名）  氏 名 新役職 現役職 米山  圭一 常勤監査役 執行役員  ３）退任予定監査役（１名） 氏 名 現役職  野崎  隆夫 常勤監査役 （顧問就任予定）     
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＜ご参考＞ ２０１４２０１４２０１４２０１４年年年年６６６６月月月月    第第第第２２２２回定時株主総会後回定時株主総会後回定時株主総会後回定時株主総会後のののの取締役取締役取締役取締役・・・・監査役監査役監査役監査役のののの体制体制体制体制（（（（候補者候補者候補者候補者））））     １．取締役候補者（３名）  氏 名 新役職 現役職 白根  武史 代表取締役 取締役社長 代表取締役 取締役社長 石井  善章 代表取締役 取締役副社長 代表取締役 取締役副社長 森坂   学 専務取締役 専務取締役  ２．監査役候補者（４名）  ＜ ○印は、新任 ＞ 氏 名 新役職 現役職  山下  通利 常勤監査役 常勤監査役 ○ 米山  圭一 常勤監査役 執行役員  小澤   哲 監査役 監査役  西村  誠治 監査役 監査役             
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【【【【２２２２．．．．２０１４２０１４２０１４２０１４年年年年 4444 月月月月１１１１日付日付日付日付    取締役取締役取締役取締役のののの担当変更担当変更担当変更担当変更およびおよびおよびおよび執行役員執行役員執行役員執行役員のののの変更変更変更変更についてについてについてについて】】】】 １１１１））））取締役取締役取締役取締役のののの担当変更担当変更担当変更担当変更        ＜     は、変更部分＞    氏 名 新担当 現担当 森坂   学 専務取締役 開発部門 副統括   専務取締役 開発部門 副統括  （兼）第１実験部，第２実験部 担当   ２２２２））））執行役員執行役員執行役員執行役員のののの変更変更変更変更 （１）執行役員の役付変更（１名）  氏 名 新役職 現役職 田ノ上 直人 専務執行役員 常務執行役員  （２）新任執行役員（３名）  氏 名 新役職 現役職 大島 三喜 常務執行役員 トヨタ自動車㈱ 常務理事 佐野 和広 執行役員 顧 問 杉山  隆 執行役員 東富士工場 車体部 部長  （３）退任執行役員（３名） 氏 名 現役職  米山  圭一 執行役員 ※（顧問就任予定） 久保田 芳弘 執行役員 ※（技監就任予定） 三木  健司 執行役員 ※（顧問就任予定） ※ 米山 圭一は、２０１４年６月開催予定の第２回定時株主総会の承認を経て、常勤監査役に就任予定



 

4    トトトトヨヨヨヨタタタタ自自自自動動動動車車車車東東東東日日日日本本本本株株株株式式式式会会会会社社社社     宮城県黒川郡大衡村中央平１番地 TEL(022)765-6312 総務部 

＜＜＜＜ごごごご参考参考参考参考＞＞＞＞    ２０１４２０１４２０１４２０１４年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日付付付付    執行役員体制執行役員体制執行役員体制執行役員体制 執行役員（１５名）   ＜ ○印は、新任  ◇印は、昇任      は、変更部分 ＞  

以 上 

氏 名 新担当 現担当 ◇ 田ノ上 直人 専務執行役員 品質保証部，ＴＱＭ推進室， 開発企画部，ＰＳ事業室 担当 常務執行役員 品質保証部，ＴＱＭ推進室， 開発企画部，ＰＳ事業室 担当 ○大島  三喜 常務執行役員 生産技術部門 副統括 ――― 吉田     實 常務執行役員 宮城大衡工場 担当  （兼）宮城大衡工場長 常務執行役員 宮城大衡工場 担当  （兼）宮城大衡工場長 玉野   亨 常務執行役員 宮城大和工場 担当 （兼）宮城大和工場長 常務執行役員 宮城大和工場 担当 （兼）宮城大和工場長 佐野  俊一 執行役員 岩手工場 担当 （兼）岩手工場長 執行役員 岩手工場 担当 （兼）岩手工場長 鈴木  頼奈 執行役員 ボデー生技部，塗装･組立生技部 担当  執行役員 ボデー生技部，塗装･組立生技部， プレス･化成生技部 担当 鈴木   誠 執行役員 ＫＤＢ副社長 （2014 年６月にＫＤＢ社長就任予定） 執行役員 東富士工場 担当 （兼）東富士工場長 河内   龍 執行役員 安全・環境室，生産管理部 担当 執行役員 安全・環境室，生産管理部 担当 丸谷  勝己 執行役員 商品企画室，技術管理部，技術統括部， デザイン部，試作特装部 担当   執行役員 商品企画室，技術管理部，技術統括部， デザイン部 担当 （兼）商品企画室長 （2014 年 3月 1 日付で兼務を解く） 伊藤   肇 執行役員 総合企画室，調達部 担当 執行役員 総合企画室，調達部 担当 野中  敏行 執行役員 総務部，人事部，トヨタ東日本学園， 技能開発推進センター 担当 （兼）トヨタ東日本学園長 執行役員 総務部，人事部，トヨタ東日本学園， 技能開発推進センター 担当 （兼）トヨタ東日本学園長 上野  彰夫 執行役員 経理部，情報システム部 担当 執行役員 経理部 担当 早川  準人 執行役員 第１ボデー設計部，第２ボデー設計部， 材料・電子技術部，第１実験部， 第２実験部 担当 執行役員 第１ボデー設計部，第２ボデー設計部， 材料・電子技術部，試作特装部 担当 ○ 佐野 和広 執行役員 生技管理部，プレス･化成生技部 担当    ――― ○ 杉山  隆 執行役員 東富士工場 担当 （兼）東富士工場長    ――― 


