
役員 （2014年6月24日時点）

会社概況  2014 6会社概況  2014

取締役

監査役

監査役

赤岡　功 （あかおか　いさお）
平澤　正英 （ひらさわ　まさひで）
堀田　隆夫 （ほった　たかお）

監査役（常勤）

栃尾　信義 （とちお　のぶよし）
河村　裕章 （かわむら　ひろふみ）

代表取締役会長 代表取締役 代表取締役

取締役 取締役 取締役

取締役

金井　誠太 
（かない　せいた）

小飼　雅道
（こがい　まさみち）

原田　裕司 
（はらだ　ゆうじ）

中峯　勇二 
（なかみね　ゆうじ）

稲本　信秀 
（いなもと　のぶひで）

黒沢　幸治 
（くろさわ　こうじ）

取締役 取締役

坂井　一郎 
（さかい　いちろう）

牟田　泰三 
（むた　たいぞう）

丸本　明 
（まるもと　あきら）

※社長
兼CEO（最高経営責任者）

※ 副 社 長 執 行 役 員

※ 専 務 執 行 役 員

小飼　雅道
（こがい　まさみち）

丸本　明
（まるもと　あきら）

原田　裕司
（はらだ　ゆうじ）

中峯　勇二
（なかみね　ゆうじ）

稲本　信秀
（いなもと　のぶひで）

黒沢　幸治
（くろさわ　こうじ）

社長補佐、米州事業・企画領域統括

第二法人販売・財務統括、CSR･環境･グローバル広報担当

欧州・豪亜・中ア・新興国事業統括、マツダ・サウス・イースト・アジア,Ltd.社長

中国事業・国内営業・第一法人販売統括、マツダ（中国）企業管理有限公司董事長

第三法人販売・人事・秘書・総務・法務統括、グローバル監査・安全・病院担当

常 務 執 行 役 員

執 行 役 員

ジェームズ・ジェイ・オサリバン
（James J. O’Sullivan）

江川　恵司
（えがわ　けいし）

ジェフリー・エイチ・ガイトン
（Jeffrey H. Guyton）

今井　一基
（いまい　かずき）

光田　稔
（みつだ　みのる）

中野　雅文
（なかの　まさふみ）

菖蒲田　清孝
（しょうぶだ　きよたか）

藤原　清志
（ふじわら　きよし）

毛籠　勝弘
（もろ　まさひろ）

古賀　亮
（こが　あきら）

古玉　尚
（ふるたま　たかし）

素利　孝久
（そり　たかひさ）

人見　光夫
（ひとみ　みつお）

内田　成明
（うちだ　なりあき）

圓山　雅俊
（まるやま　まさとし）

藤賀　　猛
（ふじが　たけし）

藤川　和久
（ふじかわ　かずひさ）

福原　和幸
（ふくはら　かずゆき）

渡部　宣彦
（わたべ　のぶひこ）

西山　雷大
（にしやま　らいた）

前田　育男
（まえだ　いくお）

川上　英範
（かわかみ　ひでのり）

藤本　哲也
（ふじもと　てつや）

井上　寛
（いのうえ　ひろし）

吉原　誠
（よしはら　まこと）

青山　裕大
（あおやま　やすひろ）

マツダモーターオブアメリカ, Inc.（マツダノースアメリカンオペレーションズ）社長兼CEO

マツダモーターヨーロッパGmbH社長兼CEO

グローバル購買担当

東京本社統括、渉外・法人販売担当、企画・広報担当補佐

グローバル商品品質・ブランド品質担当

グローバル生産・グローバル物流担当、技術本部長

ビジネス戦略・商品・デザイン・コスト革新担当、R&Dリエゾン室長

営業領域総括、グローバルマーケティング・カスタマーサービス・販売革新担当

マツダモーターオブアメリカ, Inc.（マツダノースアメリカンオペレーションズ）執行副社長（EVP）

経営企画・収益管理・グローバルITソリューション担当

研究開発担当、株式会社マツダE&T代表取締役社長

技術研究所・パワートレイン開発・電気駆動システム開発担当

防府工場長

本社工場長

グローバル人事担当、人事室長、安全担当補佐

購買本部長

国内営業担当、国内営業本部長

中国事業担当、中国事業本部長、マツダ（中国）企業管理有限公司執行総裁

株式会社関東マツダ代表取締役社長

デザイン本部長

財務担当、財務本部長

新興国事業（除く中南米）担当

秘書・総務・法務・コンプライアンス・リスクマネジメント担当、総務・法務室長

グローバル販売＆マーケティング本部長

執行役員　（注）　※印は取締役との兼務を示す。

ASEANパワートレイン生産準備室長、
マツダパワートレインマニュファクチャリング（タイランド）Co., Ltd.社長兼CEO

新興国事業（中南米）担当、
マツダモトールマヌファクトゥリングデメヒコS.A. de C.V. （マツダデメヒコビークルオペレーション）社長兼CEO
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