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役員一覧 

取締役  監査役  

 在任年数   11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 151千株
 重要な兼職の状況 　ヤマハ発動機株式会社

   社外取締役
 当社との間の特別の利害関係 なし

1977年 4月 当社 入社
2019年  4月 代表取締役会長 就任（現任）

代表取締役会長

1  大橋 徹二

 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

1982年 4月  当社入社
2017年 6月 当社 監査役 就任（現任）

常勤監査役

1  松尾 弘信

 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 0株
 重要な兼職の状況
ヤマトホールディングス株式会社 特別顧問
株式会社セブン銀行 社外取締役
沖電気工業株式会社 社外取締役
株式会社肥後銀行 社外監査役

 当社との間の特別の利害関係 なし

1973年 4月 株式会社富士銀行   
     （現 株式会社みずほ銀行）入行
2004年 4月  株式会社みずほコーポレート銀行 

 （現 株式会社みずほ銀行）  
常務取締役 リスク管理グループ 
統括役員 兼 人事グループ統括役員 就任

2005年 3月 株式会社みずほコーポレート銀行 退任
  4月  ヤマト運輸株式会社 

 （現 ヤマトホールディングス株式会社）入社
  6月 同社 常務取締役 就任
  11月  ヤマトホールディングス株式会社  

代表取締役常務 就任
2006年 4月 同社 代表取締役常務執行役員 就任
  6月 同社 代表取締役専務執行役員 就任
2007年 3月 同社 代表取締役執行役員 就任
   ヤマト運輸株式会社 代表取締役社長  
   社長執行役員 就任
2011年 4月 ヤマトホールディングス株式会社  
   代表取締役社長 社長執行役員 就任
2015年 4月 同社 代表取締役会長 就任
2016年 6月 当社 取締役 就任（現任）
2018年 4月 ヤマトホールディングス株式会社  
   取締役会長 就任
2019年 6月  同社  

特別顧問 就任（現任）

社外取締役

6  木川 眞

 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 52千株
 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
2019年 6月 取締役 兼 専務執行役員 就任 （現任）

取締役 兼 専務執行役員

3  森山 雅之

 所有する当社株式の数 0株
 重要な兼職の状況
日興リサーチセンター株式会社 理事長
三井不動産レジデンシャル株式会社 社外監査役

 当社との間の特別の利害関係 なし

1974年 4月 日本銀行 入行
2008年 10月 同行 副総裁 就任
2013年 3月 同行 退任
  7月 日興フィナンシャル・インテリジェンス 
    株式会社（現 日興リサーチセンター株式 

会社）理事長 就任（現任）
2014年 6月 当社 監査役 就任（現任）

社外監査役

3  山口 廣秀

 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 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

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

代表取締役社長 兼 CEO

2  小川 啓之

 所有する当社株式の数 21千株
 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 監査役 就任（現任）

常勤監査役

2  佐々木 輝三 
新任

 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
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 社外監査役 

 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
2007年 6月 同行 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
2017年 6月  株式会社三井住友フィナンシャルグループ
   取締役 代表取締役社長 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）

社外取締役

7  國部 毅 

 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 35千株
 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
2019年 6月 取締役 兼 専務執行役員 就任（現任）

取締役 兼 専務執行役員

4  水原 潔

 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）

社外監査役

4  篠塚 英子

 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 34千株
 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

1979年 4月 当社 入社
2018年 6月 取締役 兼 常務執行役員 就任 （現任）

取締役 兼 常務執行役員

5  浦野 邦子

 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
伊藤忠商事株式会社 社外監査役

 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

5  大野 恒太郎

 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 
（現在に至る）

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

8  アーサー M.ミッチェル

（2020年6月末日現在） （2020年6月末日現在）

新任 新任

担当： マイニング事業本部長

担当： 安全・健康管理、広報、CSR管掌

担当： 建機マーケティング本部長

独立性判断基準については下記をご参照ください。

https://home.komatsu/jp/ir/profile/corporate-governance/independence-criterion.html
WEB
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役員一覧  2020年6月末日現在

執行役員  

専務執行役員

岩本 祐一
CTO、研究・開発、環境管掌

常務執行役員

上野 進
建機マーケティング本部 

国内販売本部長

信原 正樹
生産本部長

北谷 泰一郎
建機マーケティング本部副本部長 

（兼）ICTプロジェクト室長

藤田 直樹
産機事業管掌、 
コマツNTC（株）取締役会長（非常勤）

渕田 誠一
開発本部長

佐藤 吉治
品質保証本部長

栗山 和也
生産本部調達本部長

三浦 和明
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

堀越 健
CFO

本多 孝一
人事部長、教育管掌

執行役員

藤原 恵子
建機マーケティング本部代理店 

人材育成推進室長（兼）改革室長

四家 千佳史
スマートコンストラクション 

推進本部長

鈴木 康夫
生産本部副本部長（部品・リマン担当）

岡本 望
生産本部粟津工場長、
石川・富山地区担当

成瀬 真己
開発本部副本部長 

（兼）車両第一開発センタ所長（茨城）

今吉 琢也
経営管理部長（兼）コマツ経済戦略研究所長

岡本 光正
商品企画本部長

田中 賢一
特機事業本部長

前田 伸二
情報戦略本部長

西山 知克
生産本部氷見工場長

真壁 宏
法務、総務・コンプライアンス管掌

横本 美津子
総務部長、危機管理担当

帯金 英文
生産本部小山工場長 

（兼）アフターマーケット技術開発部長

砂田 亨
建機マーケティング本部 

サービス本部長

古越 貴之
生産本部大阪工場長

佐藤 賢一
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 

（兼）マーケティング部長

谷口 純
開発本部副本部長 

（兼）ICTシステム開発センタ所長

櫻井 直之
生産本部茨城工場長

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
常務執行役員

Rodney Schrader
コマツアメリカ（株）会長 

（兼）CEO

Jeffrey Dawes
コマツマイニング（株）社長（兼）CEO 

（兼）マイニング事業本部副本部長

柳沢 是清
コマツマイニング（株）EVP（兼）COO

中野 一郎
マイニング事業本部副本部長 

（兼）モジュラーマイニングシステムズ（株） 
テクニカルダイレクター

執行役員

草場 泰介
コマツアメリカ（株）社長（兼）COO

Gary Kasbeer
コマツアメリカ（株）EVP（兼）CFO

押川 祐士
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

北米
Peter Salditt
コマツマイニング（株）President, 

Underground and Hard Rock Mining

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

Mining

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

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

欧州
Paul Blanchard
英国コマツ（株）社長

Göksel Güner
欧州コマツ（株）COO

Ralf Petzold
コマツドイツ（有）社長

Ingo Büscher
コマツドイツ（有）EVP（兼）建機部門長

David Bazzi
コマツイタリア製造（株）社長

アジア／大洋州
Charoen Ruengwilai
バンコックコマツ（株）社長

Sean Taylor
コマツオーストラリア（株）社長

中国
劉 方常
小松（山東）建機有限公司総経理

田 徳春
小松山推建機公司総経理

中南米
執行役員

西浦 泰司
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

欧州
常務執行役員

森下 正敏
欧州コマツ（株）社長（兼）CEO

執行役員

梅田 博之
コマツフォレスト（株）社長

アジア／大洋州
執行役員

Pratjojo Dewo S.
コマツインドネシア（株）社長（兼）CEO

中国
常務執行役員

稲垣 泰弘
中国総代表 

（兼）小松（中国）投資有限公司董事長

執行役員

張 全旺
小松（中国）投資有限公司 

総経理（兼）CEO

保川 高司
小松（中国）投資有限公司 

生産調達本部長

アフリカ
執行役員

Michael Blom
コマツ南アフリカ（株）社長
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