
　トヨタ紡織株式会社(本社:　愛知県刈谷市、 社長:　沼　毅)は2022年４月１日付で
役員体制および組織を変更します。

グローバルなガバナンス強化や人材の多様化に応えられる人事を統括する
チーフ ヒューマンリソース オフィサー(CHRO)、地域を統括し迅速な意思決定ができる
地域CEOを新たに設置するとともに、より環境変化に柔軟に対応するために、幅広く
執行役員だけでなく、より高い専門性を持った幹部職(GS)もチーフオフィサーとして
経営を担う体制とする

① 2025年経営計画実現のため、チーフオフィサー制による機能横串での連携強化と
経営の意思決定、執行のスピードアップを加速させる
　

② 専門領域に強い幹部職(G0、G1)などの若手も積極的に領域長、センター長に登用し、
組織の底上げと次世代の経営者の育成を図る

① 事業企画・投資から事業化、リスク管理まで一気通貫で実行できる体制強化のため、
経営収益管理本部のビジネスマネジメント部を経営企画改革本部に統合・再編。

② イベント対応業務を効率的に企画・運営するため、経営企画改革本部の渉外広報機能を
経営収益管理本部の総務部に移管。

③ 生産技術領域の繊維部門(繊維開発生技部、縫製事業推進室)をシート事業本部の
シート生技センター内に移し、素原材料を含めたものづくりに通じるシート生技・繊維センター
に改編

Ⅰ．役員体制の変更

Ⅱ．組織の変更
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1．2022年4月1日付けの役員体制

(１) 役員
代表取締役会長 豊田　 周平
取締役副会長 宮﨑　 直樹
代表取締役社長 沼 毅
取締役執行役員 山本　 卓

◆ 取締役　 伊藤　 嘉浩

取締役 小笠原 剛
取締役 小山 明宏
取締役 塩川 純子
取締役 伊奈   博之

常勤監査役 南 康
常勤監査役 笛田 泰弘
監査役 横山 裕行
監査役 藍田 正和

執行役員 五百木　広志
執行役員 足立　 昌司
執行役員 白柳 正義
執行役員 角田　 浩樹
執行役員 小出　 一夫
執行役員 寺地　 誠司

〇 執行役員 尾崎 秀典
〇 執行役員 岩森 俊一

※　◆印は変更、〇印は新任です

Ⅲ. 役員人事
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◆　 2022年4月1日付　組織図

モノづくり推進領域

 米州地域本部

 アジア・オセアニア地域本部

 中国地域本部

 欧州・アフリカ地域本部

 生産管理領域

  日本工場統括

 第1工場統括

 第2工場統括
 物流領域

 第3工場統括

 安全衛生健康領域  第4工場統括

 生産技術領域

 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ企画開発推進センター
 技術開発領域

 内外装事業本部
 内装ＳＳセンター

 DX&IT推進領域
 内外装部品センター

 調達領域

 ユニット部品事業本部
 ユニット部品センター

 営業領域  ユニット生技センター

機能会議
 BR PLM (Product Lifecycle Management)

 みんなの部品表室

  監査改良室

　シート事業本部

 シート部品センター

 シート生技・繊維センター

 シートＳＳセンター
 品質領域

 新価値創造センター
経営戦略会議・経営企画会議・経営会議

 車室空間企画センター
事業・地域戦略会議

製品事業企画・管理会議  カーボンニュートラル環境センター

経営諮問会議

株主総会

監査役会  経営企画改革本部

取締役会  経営収益管理本部

[ 製品事業分野 ]

[ 地域軸 ]

[ 機能連携推進分野 ]

[ コーポレート分野 ]

[ 工場統括体制 ]

[ 製品事業分野 ]

[ 地域軸 ]

[ 機能連携推進分野 ]

[ コーポレート分野 ]

[ 工場統括体制 ][ 工場統括体制 ][ 工場統括体制 ]

[ コーポレート分野 ]

[ 製品事業分野 ]

[ 機能連携推進分野 ]

[ 地域軸 ]
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 ① 役員の担当変更

・チーフオフィサー・本部長・領域長 ※・・現担当から変更がある役員　☆・・新任

※ 豊田　周平 代表取締役会長 代表取締役会長

取締役副会長 取締役副会長

※ 宮﨑　直樹 Chief Risk Officer Chief Risk Officer

監査改良室 担当 監査改良室 担当

代表取締役社長 代表取締役社長

※ 沼　 　毅 Chief Executive Officer Chief Executive Officer

Chief Strategy Officer Chief Strategy Officer

カーボンニュートラル環境センター　担当 Chief Quality Officer

BR PLMみんなの部品表室　担当 カーボンニュートラル環境センター　担当

BR PLMみんなの部品表室　担当

取締役執行役員 取締役執行役員

※ 山本　卓 Chief Technology Officer Chief Technology Officer

シート事業本部　本部長

執行役員 執行役員

※ 五百木　広志 Chief Manufacturing Officer Chief Manufacturing Officer

日本全統括工場長 日本全統括工場長

執行役員　　地域CEO 執行役員

※ 足立　昌司 欧州・アフリカ地域本部　本部長 欧州・アフリカ地域本部　本部長

トヨタ紡織ヨーロッパ　社長 トヨタ紡織ヨーロッパ　社長

※ 白柳　正義 執行役員 執行役員

経営企画改革本部　本部長 経営企画改革本部　本部長

執行役員　 執行役員

※ 角田　浩樹 シート事業本部　本部長 アジア・オセアニア地域本部　本部長

トヨタ紡織アジア　社長

執行役員　　地域CEO 執行役員

※ 小出　一夫 中国地域本部　本部長 中国地域本部　本部長

豊田紡織中国　総経理 豊田紡織中国　総経理

執行役員 執行役員

※ 寺地　誠司 内外装事業本部　本部長 内外装事業本部　本部長

プロダクト企画開発推進センター　

センター長

執行役員　　地域CEO 幹部職(ＧＳ)

☆ 尾崎　秀典 米州地域本部　本部長 米州地域本部　本部長

トヨタ紡織アメリカ　社長 トヨタ紡織アメリカ　社長

執行役員 幹部職(ＧＳ)

☆ 岩森　俊一 Chief Financial Officer 調達領域　領域長

調達領域　領域長

現担当氏　名 新担当

Ⅳ．担当委嘱
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②幹部職(GS)の担当変更

※ 小林　宏次 物流領域　領域長 生産管理領域　領域長

安全衛生健康領域　領域長 物流領域　領域長

カーボンニュートラル環境センター　 安全衛生健康領域　領域長

センター長 カーボンニュートラル環境センター　

 センター長

※ 星原　直明 シート事業本部 副本部長 シート事業本部

シート部品センター　センター長 シート部品センター　センター長

地域CEO

※ 畔柳　正樹 アジア・オセアニア地域本部　本部長 トヨタ紡織アジア　上級副社長

トヨタ紡織アジア　社長

※ 永田　伸久 Chief Human Resource Officer

経営収益管理本部　本部長 経営収益管理本部　本部長

※ 榊原　正己 ユニット部品事業本部　本部長 ユニット部品事業本部　本部長

ユニット部品センター　センター長 ユニット部品センター　センター長

※ 酒井　辰己 シート事業本部　副本部長 シート事業本部　副本部長

プロダクト企画開発推進センター　 シートSSセンター　センター長

センター長 プロダクト企画開発推進センター　

副センター長

※ 庄　   志強 豊田紡織中国　常務副総経理 豊田紡織中国　常務副総経理

※ 中條　敏文 豊田紡織中国　常務副総経理 豊田紡織中国　常務副総経理

広州桜泰汽車装件有限公司　総経理 広州桜泰汽車装件有限公司　総経理

※ 足立　記通 第2工場統括　統括工場長 トヨタ紡織東北㈱　社長

(猿投工場　工場長、トヨタ紡織東北㈱、TBソーテック東北㈱担当)

　

※ 加藤　康久 トヨタ紡織AKI USA 社長 シート事業本部

　 シート生技センター　センター長

※ 加藤　浩之 トヨタ紡織アジア　上級副社長 トヨタ紡織アジア　上級副社長

※ 深本　昌宏 トヨタ紡織ヨーロッパ　上級副社長 トヨタ紡織ヨーロッパ　上級副社長

※ 鈴木　正貴 豊田紡織中国　常務副総経理 豊田紡織中国　常務副総経理

瀋陽豊田紡織汽車部件　総経理 瀋陽豊田紡織汽車部件　総経理

※ 妹尾　倫太郎 シート事業本部　 生産技術領域　領域長

シート生技・繊維センター　センター長

※ 小島　和美 内外装事業本部　 内外装事業本部　

内装SSセンター　センター長 内装SSセンター　センター長

プロダクト企画開発推進センター　 プロダクト企画開発推進センター　

副センター長 副センター長

氏　名 新担当 現担当
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※ 今枝　務 生産管理領域　領域長 トヨタ紡織アメリカ　上級副社長

※ 伊丹　正 第3工場統括　統括工場長 第3工場統括　統括工場長

(高岡工場、㈱コベルク、アラコ㈱、トヨタ紡織滋賀㈱担当) (高岡工場、トヨタ紡織東北㈱、TBソーテック東北㈱、トヨタ紡織滋賀㈱担当)

Chief Information System Officer

※ 柴田　隆宏 ＤＸ＆ＩＴ推進領域　領域長 ＤＸ＆ＩＴ推進領域　領域長

※ 磯谷　昌利 営業領域　領域長 営業領域　領域長

※ 渡辺　秀彦 トヨタ紡織アメリカ　上級副社長 トヨタ紡織アメリカ　上級副社長

※ 村松　一彦 トヨタ紡織アジア　上級副社長 トヨタ紡織アジア　上級副社長

トヨタ紡織インドネシア　社長 トヨタ紡織インドネシア　社長

※山之内　さとし トヨタ紡織ヨーロッパ　上級副社長 トヨタ紡織ヨーロッパ　上級副社長

トヨタ紡織南アフリカ　社長 トヨタ紡織南アフリカ　社長

※ 杉崎　哲也 トヨタ紡織アジア　上級副社長 トヨタ紡織アジア　上級副社長

トヨタ紡織ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞｲﾝﾃﾞｨｱ 会長

※ Ted Schafer トヨタ紡織アメリカ　上級副社長 トヨタ紡織アメリカ　上級副社長

※ 浅井　勲夫 豊田紡織中国　常務副総経理 豊田紡織中国　常務副総経理

※ 永田　雅樹 トヨタ紡織ヨーロッパ　上級副社長 トヨタ紡織ヨーロッパ　上級副社長

※ 鈴村　浩己 アラコ㈱　社長 経営企画改革本部　副本部長

※ 大井　啓行 経営企画改革本部　副本部長 経営収益管理本部　副本部長

※ 髙橋　英三 第4工場統括　統括工場長 第4工場統括　統括工場長

(豊橋工場、トヨタ紡織九州㈱、TBソーテック九州㈱担当) (豊橋工場、トヨタ紡織九州㈱、TBソーテック九州㈱担当)

モノづくり推進領域　領域長 モノづくり推進領域　領域長

Chief Branding Officer

※Richard Chung 車室空間企画センター　センター長 車室空間企画センター　センター長

☆ 沢瀬　一彦 シート事業本部 シート事業本部

シートＳＳセンター　センター長 シートＳＳセンター　副センター長

プロダクト企画開発推進センター　副センター長

☆ 小木曽　毅 経営収益管理本部　副本部長 経理部　部長

☆ 鈴木　禎信 トヨタ紡織アメリカ　上級副社長 グローバル生産管理部　部長

☆ Scott Carpenter トヨタ紡織アメリカ　上級副社長 トヨタ紡織イリノイ　社長

Chief Quality Officer

☆ 日高　進 品質領域　領域長 品質領域　領域長

氏　名 新担当 現担当
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③エグゼクティブ　フェロー　

※ 敷田　卓祐 新価値創造センター 新価値創造センター

ﾃｸﾆｶﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ議長 ﾃｸﾆｶﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ議長

④退任技監　( 1 名)

氏　名 新担当 現担当

氏　名

加納　伸二

7／ ８



⑤幹部職(GS)以外での担当

※ Douglas Shields 経営収益管理本部　副本部長 経営収益管理本部　副本部長

※ 大桑　政幸 新価値創造センター　センター長 新価値創造センター　センター長

※ 古田　雅子 トヨタ紡織アメリカ　ﾊﾞｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 車室空間企画センター　副センター長

※ 後藤　靖浩 車室空間企画センター　副センター長 車室空間企画センター　主査

※ 虎尾　正徳 技術開発領域 領域長 技術開発領域 副領域長

※ 有尾　敏幸 技術開発領域 副領域長 材料技術開発部　部長

※ 細江　英昭 調達領域　副領域長 調達領域　副領域長
　

※ 中村　裕文 営業領域　副領域長 営業領域　副領域長

※ 馬淵　忠幸 シート事業本部 シート事業本部

シート部品センター　副センター長 シート部品センター　副センター長

※ 今井　英人 シート事業本部 シート事業本部

シート生技・繊維センター　副センター長 シート生技センター　副センター長

※ 森下　健太郎 シート事業本部 Ｆｒ　シート骨格設計部　部長

シートＳＳセンター　副センター長

※ 八百市　信一 内外装事業本部 内外装事業本部

内外装部品センター　センター長 内外装部品センター　センター長

※ 藤村　志郎 ユニット部品事業本部 ユニット部品事業本部

ユニット部品生技センター　センター長 ユニット部品生技センター　センター長

※ 村田　義幸 トヨタ紡織アメリカ　ｼﾆｱﾊﾞｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ トヨタ紡織アメリカ　ｼﾆｱﾊﾞｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ

※ 木村　俊介 トヨタ紡織アジア　ｼﾆｱﾊﾞｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 高岡工場　工務部　部長

※ 鴨下　泰明 第1工場統括　統括工場長 第1工場統括　統括工場長
(刈谷工場　工場長、大口岐阜工場、東京工場担当) (刈谷工場　工場長、大口岐阜工場、東京工場担当)

※ 坂本　真也 トヨタ紡織東北㈱　社長 第2工場統括　統括工場長
　 (猿投工場　工場長、㈱コベルク、アラコ㈱担当)

※ 平  　傑 カーボンニュートラル環境センター カーボンニュートラル環境センター

副センター長 副センター長

※ 鶴田　久人 安全衛生健康領域　副領域長 安全衛生健康領域　副領域長

※ 大河内　吏 生産技術領域　領域長 トヨタ紡織カナダ　会長

氏　名 新担当 現担当
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