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取締役

1985年4月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属）
2003年10月  公益財団法人日弁連法務研究財団研究

部会長
2005年1月  総合科学技術会議 知的財産戦略専門調

査会委員
2006年3月 中小企業政策審議会委員
2007年1月 光和総合法律事務所入所（現在に至る）
2008年4月  国立大学法人電気通信大学経営協議会委員
2011年3月 産業構造審議会委員
2014年12月  内閣府戦略的イノベーション創造プログラ

ム革新的構造材料知財委員会委員
2015年6月 当社社外監査役
2019年3月 AGC株式会社 社外監査役（現在に至る）
2019年6月 当社社外取締役（現在に至る）

1972年4月 三菱重工業株式会社入社
2008年6月 同社取締役、常務執行役員
2011年4月 同社取締役、副社長執行役員
2013年4月 同社取締役社長
2014年4月 同社取締役社長、CEO
2014年6月 当社社外取締役（現在に至る）
2019年4月  三菱重工業株式会社 取締役会長

（現在に至る）
2019年6月  三菱商事株式会社 社外取締役

（現在に至る）

1984年4月 当社入社
2002年4月  乗用車生産統括本部 乗用車生産本部

ボデー生産技術部マネージャー
2003年4月 名古屋製作所工作部ボデー課 課長
2007年4月 名古屋製作所工作部 次長
2008年8月 名古屋製作所工作部 エキスパート
2009年4月 ロシア組立事業推進室 エキスパート
2010年4月 ロシア組立事業推進室 上級エキスパート
2010年5月 PCMA RUS 出向
2014年4月 名古屋製作所 副所長
2015年4月  PT Mitsubishi Motors Krama 

Yudha Indonesia 取締役社長
2019年6月  当社取締役 代表執行役CEO（現在に至る）

1971年7月 三菱商事株式会社入社
2003年4月 同社執行役員 シンガポール支店長
2004年6月  同社執行役員 プラントプロジェクト本部長
2006年4月  同社執行役員 

船舶・交通・宇宙航空事業本部長
2007年4月  同社常務執行役員 

新産業金融事業グループCEO
2007年6月 同社取締役 常務執行役員
 新産業金融事業グループCEO
2008年6月  同社常務執行役員 

新産業金融事業グループCEO
2010年4月 同社副社長執行役員 社長補佐
2010年6月 同社取締役 社長
2016年4月 同社取締役会長（現在に至る）
2016年6月 当社社外取締役（現在に至る）

1977年4月 三菱商事株式会社入社
2009年4月 同社執行役員、自動車事業本部長
2013年4月  同社常務執行役員、機械グループCEO
2016年4月 当社常務執行役員 社長補佐
2016年6月 当社取締役
  副社長執行役員（海外事業、グローバル・

アフターセールス担当）
2017年1月 当社取締役
  副社長執行役員（海外事業、グローバル・

アフターセールス担当）CPO
2018年4月 当社取締役 CEO補佐
2018年6月 当社監査役
2019年6月 当社取締役（現在に至る）

1974年4月 外務省入省
2000年4月 内閣総理大臣秘書官
2001年4月 総合外交政策局審議官
2002年3月 外務省経済局長
2005年1月 同省アジア大洋州局長
2008年1月 外務審議官
2010年8月 外務事務次官
2012年9月 特命全権大使 アメリカ合衆国駐箚
2018年4月 外務省顧問（現在に至る）
2018年6月  公益財団法人日本国際問題研究所 

理事長兼所長（現在に至る）
2018年8月  株式会社ホテルオークラ 社外取締役

（現在に至る）
2019年6月  セーレン株式会社 社外取締役（現在に至る）
 当社社外取締役（現在に至る）

1995年9月 作家として独立（現在に至る）
2003年1月 財務省財政制度等審議会委員
2004年4月 滋賀大学経済学部 客員教授
2005年3月 国土交通省交通政策審議会委員
2006年11月 政府税制調査会委員
2010年6月 日本放送協会経営委員
2012年6月  日本たばこ産業株式会社 社外取締役

（現在に至る）
2013年6月  株式会社LIXILグループ 社外取締役
2016年6月  株式会社日本取引所グループ 社外取締役 

（現在に至る）
2018年6月 当社社外取締役（現在に至る）

役員（2020年8月7日現在）

竹岡 八重子
社外取締役

加藤 隆雄
取締役

小林　健
社外取締役

1983年4月  株式会社日本リクルートセンター（現 株式
会社リクルート） 「とらばーゆ」編集長

2001年12月  東日本旅客鉄道株式会社 フロンティア
サービス研究所長

2006年4月  早稲田大学大学院公共経営研究科 客員教授
2006年11月 政府税制調査会委員
2007年6月 大正製薬株式会社社外監査役
2009年4月  武蔵大学大学院人文科学研究科教授

（現在に至る）
 同大学社会学部教授（現在に至る）
2011年6月  郵船ロジスティクス株式会社 社外監査役
2012年4月 武蔵大学 社会学部長
2015年6月  三菱地所株式会社 社外取締役（現在に至る）
2018年6月 当社社外取締役（現在に至る）
2020年6月 株式会社りそなホールディングス社外取

締役（現在に至る）

江上 節子
社外取締役

白地 浩三
取締役

佐々江 賢一郎
社外取締役

宮永 俊一
社外取締役

幸田 真音
社外取締役
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1983年4月 日産自動車株式会社入社
2006年4月 同社執行役員 財務部、IR部 担当
2010年4月 同社執行役員 IR部、M&A支援部 担当
2014年4月  同社常務執行役員 IR部、M&A支援部 

担当
2014年10月  ルノー・ジャポン株式会社 取締役

（現在に至る）
2019年4月  日産自動車株式会社 常務執行役員 IR部

担当
2019年12月  同社専務執行役員 チーフサステナビリティ

オフィサー、グローバル渉外、環境/CSR、
IPプロモーション、コーポレートマネジメン
トオフィス、取締役会室、コーポレートサー
ビス、IR部 担当

2020年4月  同社専務執行役員 チーフサステナビリティ
オフィサー、グローバル渉外、環境/CSR、
IPプロモーション、コーポレートサービス、
IR部 担当（現在に至る）

2020年4月 ルノー 取締役（現在に至る）
2020年6月 当社社外取締役（現在に至る）

1976年4月 株式会社三和銀行入社
2004年5月 株式会社UFJ銀行 取締役執行役員
2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行 執行役員
2006年5月 同行常務執行役員
2010年5月 同行専務執行役員
2012年5月  株式会社三菱UFJフィナンシャル・グルー

プ常務執行役員
2012年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行 副頭取
2014年5月 同行取締役副会長
2014年6月  株式会社三菱UFJフィナンシャル・グルー

プ 取締役会長
2014年6月  三菱UFJニコス株式会社 社外取締役

（現在に至る）
2015年6月  株式会社三菱UFJフィナンシャル・グルー

プ取締役 代表執行役会長
2017年6月  南海電気鉄道株式会社 社外取締役

（現在に至る）
  株式会社三菱東京UFJ銀行 取締役副会

長執行役員
2018年4月  株式会社三菱UFJ銀行 取締役副会長

執行役員
2019年4月 同行取締役会長（現在に至る）
  株式会社三菱UFJフィナンシャル・グルー

プ取締役執行役常務
2019年6月 当社社外取締役（現在に至る）
2019年6月  株式会社三菱UFJフィナンシャル・グルー

プ 常務執行役員（現在に至る）

1980年4月 日産自動車株式会社入社
2008年4月  同社執行役員

Nissan PV第一製品開発本部 担当
2009年5月  同社執行役員 共通プラットフォーム＆コン

ポーネンツアライアンス 担当
2012年4月 同社常務執行役員 生産技術本部 担当
2014年4月 同社副社長 製品開発 担当
2014年6月  株式会社日産オートモーティブテクノロ

ジー 取締役会長
  日産自動車株式会社 取締役兼副社長 

製品開発 担当
2018年1月  同社取締役兼副社長 生産事業 担当
2018年6月  日産自動車九州株式会社 取締役会長

（現在に至る）
2018年8月  愛知機械工業株式会社 取締役会長

（現在に至る）
2018年9月  ジヤトコ株式会社 取締役会長

（現在に至る）
2019年6月 当社社外取締役（現在に至る）
2019年6月  日産自動車株式会社 執行役副社長 

日産生産・SCM 担当
2020年2月  同社取締役、執行役副社長 

日産生産・SCM 担当（現在に至る）

1990年4月 日産自動車株式会社入社
2019年11月  同社経理部 グローバルレベニュー＆地域

別事業収益管理グループ本部長 兼 LCV
事業本部 コントロール部 部長

2019年12月  同社常務執行役員 グローバルコントロー
ラー、会計 担当（現在に至る）

2020年6月 当社社外取締役（現在に至る）

1986年4月  第一東京弁護士会登録 西村眞田法律事
務所（現西村あさひ法律事務所） 入所

1990年10月 TMI総合法律事務所 入所（現在に至る）
1994年3月 米国ニューヨーク州弁護士資格取得
2005年4月  慶應義塾大学 法科大学院講師
2008年6月 エステー株式会社 社外取締役
2012年4月  ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス

株式会社監査役
2015年6月  エステー株式会社 社外取締役

（現在に至る）
2016年6月  パナソニック株式会社 社外監査役

（現在に至る）
2019年6月 当社社外取締役（現在に至る）

1979年11月  ピートマーウィックミッチェル会計士事務所
（現 有限責任あずさ監査法人）入所

1983年3月 公認会計士登録
1994年10月  港監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 

代表社員
2003年10月 有限責任あずさ監査法人 パートナー
2019年6月  西華産業株式会社 補欠監査役

（現在に至る）
2019年7月  公認会計士中村嘉彦会計事務所 開設

（現在に至る）
2020年6月  当社社外取締役（現在に至る）

園　潔
社外取締役

坂本 秀行
社外取締役

宮川 美津子
社外取締役

幾島 剛彦
社外取締役

田川 丈二
社外取締役

中村 嘉彦
社外取締役
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役員

加藤 隆雄
代表執行役CEO

長岡　宏
代表執行役Co-COO
兼 開発担当

矢田部 陽一郎
代表執行役Co-COO
兼 アセアン・オセアニア担当

池谷 光司
代表執行役CFO

辻　昇
上席執行役
（国内営業担当）

シグノリエロ ジョン
執行役
（グローバルマーケティング&
セールス担当）

泉田 龍吾
執行役員
人事本部長

中山　悟
執行役員
財務経理統括室長

白河　暁
執行役員
EV・パワートレイン技術開発本部長

渡辺 誠二
執行役員
デザイン本部長

吉田 知夫
執行役員
調達管理本部長

田中 朋典
執行役員
経理本部長

岩本 和明
執行役員
モビリティビジネス本部長

藤本 直也
執行役員
製品開発本部長
兼 開発担当役員補佐

髙澤 靖子
執行役員
上席執行役補佐
兼 法務部長
兼 取締役会室長

若林 陽介
執行役員
（総務・コミュニケーション、
サステナビリティ担当）

車 真佐夫
執行役員
CIO
グローバル IT本部長

山田 耕司
執行役
TCS本部長

並木 恒一
執行役
商品戦略本部長

平形 紀明
執行役
経営戦略室長

稲田 仁士
上席執行役
（コーポレートガバナンス担当）

安藤 剛史
上席執行役
（生産担当）

服部 行博
上席執行役
（購買担当）

 執行役

 執行役員
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