
 

 

 

 

 

 

２０１４年６月２７日 

（１／５） 

    役員人事について 
 

ダイハツ工業（株）は、６月２７日の定時株主総会において、取締役・監査役を選任した。 

また、株主総会後の取締役会において、代表取締役・役付取締役・執行役員を選定した。 

記 

１．役員体制 

（１）取締役（８名）（○は新任） 

氏 名 新役職 

  伊奈 功一 代表取締役会長 

  三井 正則 代表取締役社長 

  金子 達也 代表取締役副社長 

  中脇 康則 取締役（専務執行役員） 

北川 尚人 取締役（専務執行役員） 

スディルマン･ママン･ルスディ 取締役 

  福塚 政廣   取締役（専務執行役員） 

○ 入江  誠 取締役（専務執行役員） 

 

（２）監査役（４名） 

氏  名 新役職 

守田 邦彦 常勤監査役 

池渕 浩介※ 監査役 

松浦  剛※ 監査役 

山本 健司※ 監査役 

※印は会社法第２条第１６号に定める社外監査役 

 

 

 

 



（２／５） 

（３）執行役員（１８名） 

         ※○は６月２７日付で変更、それ以外は４月１日付で変更 

氏 名 役職 
○ 向田 慎一 専務執行役員 
○ 堀井  仁 専務執行役員 

○ 吉武 一郎 専務執行役員 

○ 栗波 孝昌 専務執行役員 

○ 板垣 恒夫 専務執行役員 
生駒 勝啓 上級執行役員 

森田 益充 上級執行役員 
河津 雅彦 上級執行役員 
戸田 茂晴 上級執行役員 

茨木  幹 上級執行役員 

西村  基 上級執行役員 
星加 宏昌 上級執行役員 
上田  亨 執行役員 

泉谷 卓司 執行役員 

別所 則英 執行役員 

八木 三郎 執行役員 

飯田 貴志 執行役員 

三嶋 英二 執行役員 

 

 

２．退任取締役（４名） 

野本  隆 

馬場 建二 

岡野 博志 

向田 慎一 



（３／５） 

３．取締役副社長以下の組織担当 

（１）取締役（○は新任） 

氏 名 新担当 旧担当 

 金子 達也 

 

取締役副社長 

社長補佐 

海外本部担当 

取締役副社長 

社長補佐 

海外本部担当 

グループＣＦ本部担当 

中脇 康則 取締役（専務執行役員） 

技術本部長 

技術本部 開発部長 

技術統括部担当 

取締役（専務執行役員） 

技術本部長 

技術本部 開発部長 

技術統括部担当 

北川 尚人 取締役（専務執行役員） 

品質本部長 

トヨタ事業本部長 

ＴＱＭ推進本部長 

取締役（専務執行役員） 

品質本部長 

トヨタ事業本部長 

ＴＱＭ推進本部長 

スディルマン･ 

ママン･ルスディ 

取締役 

アストラ・ダイハツ・モーター㈱ 

社長 

取締役 

アストラ・ダイハツ・モーター㈱ 

社長 

福塚 政廣 取締役（専務執行役員） 

海外本部長 

取締役（専務執行役員） 

海外本部長 

○ 入江  誠 取締役（専務執行役員） 

グループＣＦ本部長 

東京支社担当 

ＢＲ東日本本部担当 

上級執行役員 

グループＣＦ本部長 

東京支社担当 

ＢＲ東日本本部担当 

 

（２）執行役員                             

氏 名 新担当 旧担当 

 向田 慎一 専務執行役員 

生産調達本部長 

生産調達本部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ生産ｾﾝﾀｰ担当

生産調達本部 本社(池田)･京都工場

担当 

生産調達本部 滋賀(竜王)工場担当 

環境室担当 

取締役（専務執行役員） 

生産調達本部長 

生産調達本部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ生産ｾﾝﾀｰ担当

生産調達本部 本社(池田)･京都工場

担当 

生産調達本部 滋賀(竜王)工場担当 

環境室担当 

堀井   仁 専務執行役員 

営業本部長 

営業本部 ＣＳ室担当 

営業本部 法人営業部担当 

営業本部 カスタマーサービスパー

ツ部担当 

営業本部 営業ＩＴ推進室担当 

ＢＲ東日本本部担当 

上級執行役員 

営業本部長 

営業本部 ＣＳ室担当 

営業本部 国内企画部担当 

営業本部 カスタマーサービスパー

ツ部担当 

ＢＲ東日本本部担当 

 

 



（４／５） 

氏 名 新担当 旧担当 

吉武 一郎 専務執行役員 

営業本部副本部長 

営業本部 国内商品部担当 

営業本部 国内企画部担当 

営業本部 国内営業部担当 

上級執行役員 

営業本部副本部長 

営業本部 国内商品部担当 

営業本部 国内営業部担当 

営業本部 法人営業部担当 

 栗波 孝昌 専務執行役員 

＜出向＞ 

プルサハン・オトモービル・クド

ゥア㈱シニア･ダイレクター 

海外本部担当 

上級執行役員 

＜出向＞ 

プルサハン・オトモービル・クド

ゥア㈱シニア･アドバイザー 

海外本部担当 

板垣 恒夫 専務執行役員 

＜出向＞ 

アストラ・ダイハツ・モーター㈱

シニア･エグゼクティブ･ダイレク

ター 

海外本部担当 

上級執行役員 

＜出向＞ 

アストラ・ダイハツ・モーター㈱

取締役 

 生駒 勝啓 上級執行役員 

海外本部担当 

品質本部副本部長 

海外本部 カスタマーサービス部長 

上級執行役員 

海外本部担当 

品質本部副本部長 

海外本部 カスタマーサービス部長 

森田 益充 上級執行役員 

＜出向＞ 

プロドゥア・オート・コーポレー

ション㈱社長 

プロドゥア・マニュファクチャリ

ング㈱社長 

海外本部担当 

上級執行役員 

＜出向＞ 

プロドゥア・オート・コーポレー

ション㈱社長 

プロドゥア・マニュファクチャリ

ング㈱社長 

プロドゥア・グローバル・マニュ

ファクチャリング㈱会長 

海外本部担当 

河津 雅彦 上級執行役員 

技術本部副本部長 

技術本部 デザイン部担当 

上級執行役員 

技術本部副本部長 

技術本部 デザイン部担当 

戸田 茂晴 上級執行役員 

海外本部担当 

海外本部 事業部長 

上級執行役員 

海外本部担当 

海外本部 事業部長 

茨木  幹 上級執行役員 

技術本部副本部長 

久留米開発センター担当 

ＱＣＴ車両改革センター長 

上級執行役員 

技術本部副本部長 

久留米開発センター担当 

ＱＣＴ車両改革センター長 

 西村  基 上級執行役員 

＜出向＞ 

アストラ・ダイハツ・モーター㈱

副社長 

上級執行役員 

＜出向＞ 

アストラ・ダイハツ・モーター㈱

副社長 

 

 

 



（５／５） 

氏 名 新担当 旧担当 

星加 宏昌 上級執行役員 

生産調達本部副本部長 

生産調達本部 調達室担当 

生産調達本部 企画室担当 

生産調達本部 物流室担当 

生産調達本部 生産支援部担当 

久留米開発センター担当 

上級執行役員 

生産調達本部副本部長 

生産調達本部 調達室担当 

生産調達本部 企画室担当 

生産調達本部 物流室担当 

生産調達本部 生産支援部担当 

久留米開発センター担当 

上田   亨 執行役員 

技術本部副本部長 

製品企画部長 

ＱＣＴ車両改革副センター長 

執行役員 

技術本部副本部長 

製品企画部長 

ＱＣＴ車両改革副センター長 

泉谷 卓司 執行役員 

＜出向＞ 

プロドゥア・グローバル・マニュ

ファクチャリング㈱副社長 

執行役員 

＜出向＞ 

プロドゥア・グローバル・マニュ

ファクチャリング㈱副社長 

別所 則英 執行役員 

グループＣＦ本部担当 

オフィスサポートセンター長 

東京支社長 

ＢＲ東日本本部担当 

執行役員 

グループＣＦ本部担当 

オフィスサポートセンター長 

東京支社長 

ＢＲ東日本本部担当 

八木 三郎 執行役員 

海外本部担当 

海外本部 海外生産部長 

グローバル調達部長 

執行役員 

海外本部担当 

海外本部 海外生産部長 

グローバル調達部長 

飯田 貴志 執行役員 

海外本部担当 

海外本部 商品部長 

執行役員 

海外本部担当 

海外本部 商品部長 

三嶋 英二 執行役員 

久留米開発センター長 

執行役員 

久留米開発センター長 

 

以上 

 

 


