
04  コーポレート・ガバナンス

取締役 （2022年6月末日現在） 監査役 （2022年6月末日現在）

担当： マイニング事業本部長 担当： CMO

担当： CEO

担当：CFO

在任年数 13年
取締役会への出席状況 100%　15回中15回
所有する当社株式の数 191千株
重要な兼職の状況
 ヤマハ発動機株式会社 社外取締役 
 株式会社野村総合研究所 社外取締役 
 アサヒグループホールディングス株式会社 社外取締役
当社との間の特別の利害関係 なし

1977年 4月 当社 入社
2022年 4月 取締役会長 就任（現任）

在任年数 2年
監査役会への出席状況 100%　 15回中15回
所有する当社株式の数 22千株
重要な兼職の状況 なし
当社との間の特別の利害関係 なし

1983年 4月 当社入社
2020年 6月 当社 常勤監査役 就任（現任）

所有する当社株式の数 0株
重要な兼職の状況  
 三菱電機株式会社 社外取締役
当社との間の特別の利害関係 なし

1976年 4月 中外製薬株式会社 入社
2002年 10月 同社 執行役員経営企画部長 就任
2004年 10月 同社 常務執行役員経営企画部長 就任
2005年 3月 同社 常務執行役員営業統轄本部 副統轄本部長 就任
 7月  同社 常務執行役員戦略マーケティングユニット長 兼　

営業統轄本部副統轄本部長 就任
2008年 3月  同社 常務執行役員ライフサイクルマネジメント・ 

マーケティングユニット長 就任
2010年 3月 同社 取締役専務執行役員 就任
2012年 3月 同社 代表取締役社長 兼COO 就任
2018年 3月 同社 代表取締役社長 兼 CEO 就任
2020年 3月 同社 代表取締役会長 兼 CEO 就任
2022年 3月 同社 特別顧問 就任（現任）
 6月 当社 監査役 就任（現任）

在任年数 1年
監査役会への出席状況 100%　 11回中11回
所有する当社株式の数 49千株
重要な兼職の状況 なし
当社との間の特別の利害関係 なし

1984年 4月 当社入社
2021年 6月 当社 常勤監査役 就任（現任）

在任年数 7年
監査役会への出席状況 100%　 15回中15回
所有する当社株式の数 0株
重要な兼職の状況
 国立大学法人お茶の水女子大学 名誉教授
当社との間の特別の利害関係 なし

1993年 4月 お茶の水女子大学 教授 就任
2008年 4月  国立大学法人お茶の水女子大学 

名誉教授 就任（現任）
2015年 6月 当社 監査役 就任（現任）

在任年数 4年
取締役会への出席状況 100%　15回中15回
所有する当社株式の数 94千株
重要な兼職の状況 なし
当社との間の特別の利害関係 なし

1985年 4月 当社 入社
2019年 4月 代表取締役社長 就任（現任）

在任年数 3年
取締役会への出席状況 100%　15回中15回
所有する当社株式の数 72千株
重要な兼職の状況 なし
当社との間の特別の利害関係 なし

1982年 4月 当社 入社
2022年 4月 代表取締役 兼 専務執行役員 就任 （現任）

在任年数 3年
取締役会への出席状況 100%　15回中15回
所有する当社株式の数 55千株
重要な兼職の状況 なし
当社との間の特別の利害関係 なし

1983年 4月 当社 入社
2022年 4月 代表取締役 兼 専務執行役員 就任（現任）

在任年数 1年
取締役会への出席状況 100%　11回中11回
所有する当社株式の数 31千株
重要な兼職の状況 なし
当社との間の特別の利害関係 なし

1985年 4月 当社入社
2021年 6月 取締役 兼 常務執行役員 就任（現任）

在任年数 2年
取締役会への出席状況 100%　15回中15回
所有する当社株式の数 0株
重要な兼職の状況
 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 取締役会長
 株式会社三井住友銀行 取締役会長
 大正製薬ホールディングス株式会社 社外取締役
 南海電気鉄道株式会社 社外取締役監査等委員 
当社との間の特別の利害関係 なし

1976年 4月 株式会社住友銀行
  （現 株式会社三井住友銀行）入行
2003年 6月 株式会社三井住友銀行 執行役員 就任
2006年 10月 同行 常務執行役員 就任
2007年 4月  株式会社三井住友フィナンシャルグループ
  常務執行役員 就任
 6月 同社 取締役 就任
2009年 4月  株式会社三井住友銀行
  取締役 兼 専務執行役員 就任
2011年 4月  同行 代表取締役頭取 兼 最高執行役員 就任
2017年 4月  株式会社三井住友フィナンシャルグループ
  代表取締役社長 就任
  株式会社三井住友銀行 取締役 退任
 6月  株式会社三井住友フィナンシャルグループ
  取締役 代表執行役社長 就任
2019年 4月 同社 取締役会長 就任（現任） 
2020年 6月 当社 取締役 就任（現任）
2021年 10月  株式会社三井住友銀行 取締役会長 就任（現任）

取締役会長

大橋 徹二
常勤監査役

佐々木 輝三 

社外監査役

小坂 達朗

常勤監査役

稲垣 泰弘 

社外監査役

篠塚 英子

代表取締役社長 兼 CEO

小川 啓之

代表取締役 兼 専務執行役員

森山 雅之
代表取締役 兼 専務執行役員

水原 潔

取締役 兼 常務執行役員

堀越 健

社外取締役

國部 毅

取締役および監査役のスキルマトリックス

氏名 企業経営 金融／経済 
財務

イノベーション 
技術／DX／ 
環境

営業 
マーケティング

人権／人事 
人材育成

法務 
コンプライアンス グローバル

取締役

大橋 徹二 ● ● ● ●

小川 啓之 ● ● ● ● ● ● ●

森山 雅之 ● ● ●

水原 潔 ● ●

堀越 健 ● ● ●

國部 毅 社外　独立 ● ● ●

アーサーM.ミッチェル 社外　独立 ● ●

齋木 尚子 社外　独立 ● ● ●

澤田 道 社外　独立 ● ● ● ●

監査役

佐々木 輝三 ● ●

稲垣 泰弘 ● ●

篠塚 英子 社外　独立 ● ●

大野 恒太郎 社外　独立 ● ●

小坂 達朗 社外　独立 ● ● ●

（注） 本表では、各個人が保有する能力・知見を踏まえ、当社の経営において、各個人が特に注力・監督すべきであると取締役会が考える項目を示しています。

在任年数 5年
監査役会への出席状況 100%　 15回中15回
所有する当社株式の数 0株
重要な兼職の状況
 森・濱田松本法律事務所 客員弁護士
 イオン株式会社 社外取締役
当社との間の特別の利害関係 なし

1976年 4月 検事 任官
2009年 7月 法務事務次官 就任
2012年 7月 東京高等検察庁検事長 就任
2014年 7月 最高検察庁検事総長 就任
2016年 9月 退官
 11月  森・濱田松本法律事務所客員弁護士
  （現任）
2017年 6月 当社 監査役 就任（現任）

社外監査役

大野 恒太郎

新任

在任年数 2年
取締役会への出席状況 100%　 15回中15回
所有する当社株式の数 0株
重要な兼職の状況
  ホワイト＆ケース外国法事務弁護士事務所 

外国法事務弁護士 
株式会社三井住友フィナンシャルグループ  

社外取締役
当社との間の特別の利害関係 なし

1976年 7月  米国ニューヨーク州弁護士登録（現任）
2003年 1月  アジア開発銀行  

ジェネラルカウンセル 就任
2007年 9月  ホワイト&ケース外国法事務弁護士事務所入所
2008年 1月  外国法事務弁護士登録（現任） 

ホワイト&ケース外国法事務弁護士事務所 
外国法事務弁護士（現任）

2020年 6月  当社 取締役 就任（現任）

社外取締役

アーサー M.ミッチェル

在任年数 1年
取締役会への出席状況 100%　11回中11回
所有する当社株式の数 0株
重要な兼職の状況
 双日株式会社 社外取締役 
 株式会社日本政策投資銀行 社外監査役 

山九株式会社 社外取締役
当社との間の特別の利害関係 なし

1982年 4月 外務省 入省
2014年 7月  同省経済局長 兼 内閣官房内閣審議官 就任
2015年 10月 同省国際法局長 就任
2017年 7月 外務省研修所長 就任
2019年 1月 退官
2020年 4月  東京大学公共政策大学院 客員教授 就任
2021年 6月 当社 取締役 就任（現任）

社外取締役

齋木 尚子

所有する当社株式の数 0株
重要な兼職の状況
  花王株式会社 取締役会長
 パナソニックホールディングス株式会社 社外取締役
 日東電工株式会社 社外取締役
当社との間の特別の利害関係 なし

1981年 4月 花王石鹸株式会社（現 花王株式会社）入社
2006年 6月 花王株式会社 執行役員 就任
2008年 6月 同社 取締役 執行役員 就任
2012年 6月 同社 代表取締役 社長執行役員 就任
2021年 1月 同社 取締役会長 就任（現任）
2022年 6月 当社 取締役 就任（現任）

社外取締役

澤田 道

新任

役員一覧
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執行役員（海外） *海外執行役員は、グローバルオフィサーを兼務  

グローバルオフィサー 

北米

コマツマイニング（株）President,  
Surface Mining

John Koetz
モジュラーマイニングシステムズ（株） 
社長 兼 CEO

Jorge Mascena
ヘンズレー・インダストリーズ（株） 
社長 兼 CEO

John Fiedler

中南米

コマツカミンズチリ（有）CEO 兼
コマツホールディングサウスアメリカ（有）CEO

Darko Louit

欧州

英国コマツ（株）社長

Paul Blanchard
コマツドイツ（有）社長 

Ansgar Thole
コマツドイツ（有）EVP 兼 建機部門長

Ingo Büscher
コマツイタリア製造（株）社長

David Bazzi

アジア／大洋州

バンコックコマツ（株）社長

Charoen Ruengwilai

中国

小松（山東）建機有限公司総経理

劉 方常
小松機械製造（山東）有限公司総経理

田 徳春

北米

常務執行役員

コマツアメリカ（株）会長 兼 CEO

Rodney Schrader

執行役員

コマツアメリカ（株）社長 兼 COO

草場 泰介
コマツアメリカ（株）EVP 兼 北米開発本部長 
兼 コマツマイニング（株）テクニカルダイレクター

押川 祐士
コマツアメリカ（株）EVP 兼 CFO

Gary Kasbeer
マイニング事業本部副本部長 兼  
コマツマイニング（株）社長 兼 CEO

Peter Salditt
コマツマイニング（株）EVP 兼 COO

岡本 望
マイニング事業本部副本部長 兼  
マイニング・テクノロジー・ソリューションズ テクニカルダイレクター

谷口 純

中南米

常務執行役員

ラテンアメリカ総代表（除ブラジル） 
兼 コマツカミンズチリ（有）社長
兼 コマツホールディングサウスアメリカ（有）社長

西浦 泰司

欧州

執行役員

欧州コマツ（株）社長 兼 CEO

前田 理
欧州コマツ（株）COO

Göksel Güner
コマツフォレスト（株）社長

梅田 博之

アジア／大洋州

執行役員

コマツインドネシア（株）社長 兼 CEO

Pratjojo Dewo S.
コマツオーストラリア（株）社長

Sean Taylor

中国

常務執行役員

中国総代表 兼 小松（中国）投資有限公司董事長

今吉 琢也

執行役員

小松（中国）投資有限公司総経理 兼 CEO

張 全旺

アフリカ

執行役員

コマツ南アフリカ（株）社長

Michael Blom

執行役員 

役員一覧

専務執行役員

生産本部長

信原 正樹
CTO 兼 開発本部長

渕田 誠一

常務執行役員

経営管理部長

森下 正敏
建機マーケティング本部長

柳沢 是清
人事、教育、安全・健康管理管掌

本多 孝一
サステナビリティ推進本部長

横本 美津子
法務、総務・コンプライアンス管掌

真壁 宏
建機ソリューション本部長 兼 改革室長

藤原 恵子
品質保証本部長

成瀬 真己

執行役員

スマートコンストラクション推進本部長

四家 千佳史
生産本部副本部長 
兼 部品・リマン推進本部長

鈴木 康夫
生産本部粟津工場長、 
石川・富山地区担当

保川 高司
商品企画本部長

岡本 光正
情報戦略本部長

前田 伸二
生産本部氷見工場長

西山 知克
産機事業管掌、コマツNTC（株）取締役会長

帯金 英文
建機ソリューション本部サービス本部長

砂田 亨
生産本部生産技術開発センタ所長、サイマル企画管掌

古越 貴之
建機マーケティング本部アフターマーケット事業本部長

佐藤 賢一

生産本部茨城工場長

櫻井 直之

特機事業本部長

大野 浩昭
建機マーケティング本部国内販売本部長 
兼 コマツカスタマーサポート（株）取締役会長

吉澤 秀樹
開発本部副本部長

今城 輝政
開発本部副本部長 兼 エンジン開発センタ所長 
兼 （株）アイ・ピー・エー代表取締役社長

篠原 正喜
コマツ経済戦略研究所長、経済安全保障担当

岡田 俊郎
生産本部調達本部長

千田 悟郎
建機マーケティング本部国内販売本部副本部長 兼  
コマツカスタマーサポート（株）代表取締役社長

粟井 淳
開発本部副本部長 兼 車両第三開発センタ所長

北島 修
生産本部小山工場長 兼  
コマツカミンズエンジン（株）代表取締役社長

新家 伸一
生産本部大阪工場長

谷川 徳彦
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