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■代表取締役

取締役会長

張 富士夫  Fujio Cho

取締役副会長

渡辺 捷昭  Katsuaki Watanabe

岡本 一雄  Kazuo Okamoto

取締役社長

豊田 章男  Akio Toyoda

取締役副社長
（主たる業務分野を記載）

内山田 竹志  Takeshi Uchiyamada
商品企画、技術

布野 幸利  Yukitoshi Funo
渉外広報、営業企画、豪亜、中ア中*

新美 篤志  Atsushi Niimi
生産企画、生産技術、製造、北米、中国

佐々木 眞一  Shinichi Sasaki
事業開発、情報事業、情報システム、
調達、カスタマーサービス、品質保証

一丸 陽一郎  Yoichiro Ichimaru
総合企画、国内営業

小澤 哲  Satoshi Ozawa
総務人事、経理、欧州

専務取締役
（本部長、副本部長、センター長、統括となっている本部・部、常勤の海外事業体を記載）

■取締役および監査役

専務取締役
（本部長、副本部長、センター長、統括となっている本部・部、常勤の海外事業体を記載）小平 信因  Nobuyori Kodaira

事業開発本部、情報事業本部、
総合企画部、環境部、e-TOYOTA部

岡部 聰  Akira Okabe
豪亜本部、中ア中*本部

小吹 信三  Shinzo Kobuki
第2技術開発本部、技術統括部、
東富士研究所管理部、制御システム開発部、
制御システム先行開発部、
制御ソフトウェア開発部

佐々木 昭  Akira Sasaki
中国本部、豊田汽車（中国）投資有限公司

古橋 衞  Mamoru Furuhashi
渉外･広報本部、東京秘書部、東京総務部

二橋 岩雄  Iwao Nihashi
カスタマーサービス本部、品質保証本部、
TQM推進部

山科 忠  Tadashi Yamashina
技術管理本部、モータースポーツ部

伊地知 隆彦  Takahiko Ijichi
経理本部

安形 哲夫  Tetsuo Agata
トヨタ モーター エンジニアリング アンド
マニュファクチャリング ノース アメリカ（株）

前川 眞基  Masamoto Maekawa
国内営業本部、東京担当

事業開発本部、情報事業本部、総合企画部、調査部、
CSR・環境部、e-TOYOTA部

岩瀬 隆彦  Takahiro Iwase
生産技術本部、製造本部、
グローバル生産推進センター、安全健康推進部、
プラント・エンジニアリング部、工程改善部、
生技管理部

石井 克政  Yoshimasa Ishii
営業企画本部、営業支援部、営業業務部、
営業企画部

白根 武史  Takeshi Shirane
調達本部

取締役
（本部長、副本部長、センター長、統括となっている本部・部、
  常勤の海外事業体を記載）

北米本部、トヨタ モーター ノース アメリカ（株）

林 南八  Nampachi Hayashi 
オーダーデリバリー改善推進担当、TPS指導担当、
TPS徹底推進担当

常勤監査役

天野 吉和  Yoshikazu Amano

山口 千秋  Chiaki Yamaguchi

中津川 昌樹  Masaki Nakatsugawa

監査役

茅 陽一  Yoichi Kaya

森下 洋一  Yoichi Morishita

岡田 明重  Akishige Okada

松尾 邦弘  Kunihiro Matsuo

今年度がまさにトヨタの再出発の年と考え、新たな成長戦略へと舵を切っていきます。

 *  ： 中近東・アフリカ・中南米 
注 ： 監査役 茅陽一、監査役 森下洋一、監査役 岡田明重、監査役 松尾邦弘は、会社法第2条第16号に定める社外監査役である。

稲葉 良　  Yoshimi Inaba  

　原 保守  Yasumori Ihara

加藤 光久  Mitsuhisa Kato
□□□□□□□□□□□□□□

■取締役および監査役

山科 忠  Tadashi Yamashina
技術管理本部、モータースポーツ部
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専務取締役
（本部長、副本部長、センター長、統括となっている本部・部、常勤の海外事業体を記載）

伊地知 隆彦  Takahiko Ijichi
総務・人事本部、経理本部、情報システム本部

安形 哲夫  Tetsuo Agata
トヨタ モーター エンジニアリング アンド
マニュファクチャリング ノース アメリカ（株）

前川 眞基  Masamoto Maekawa
国内営業本部、東京担当

調達本部、総合企画部、調査部

岩瀬 隆広  Takahiro Iwase
生産技術本部、製造本部

石井 克政  Yoshimasa Ishii
欧州本部、営業企画本部

白根 武史  Takeshi Shirane
生産企画本部、
グローバル生産推進センター

取締役
（本部長、副本部長、センター長、統括となっている本部・部、常勤の海外事業体を記載）

北米本部、トヨタ モーター ノース アメリカ（株）

林 南八  Nampachi Hayashi 
オーダーデリバリー改善推進担当、TPS指導担当、
TPS徹底推進担当

常勤監査役

天野 吉和  Yoshikazu Amano

山口 千秋  Chiaki Yamaguchi

中津川 昌樹  Masaki Nakatsugawa

監査役

茅 陽一  Yoichi Kaya

森下 洋一  Yoichi Morishita

岡田 明重  Akishige Okada

松尾 邦弘  Kunihiro Matsuo

稲葉 良　  Yoshimi Inaba  

　原 保守  Yasumori Ihara

加藤 光久  Mitsuhisa Kato
カスタマーサービス本部、商品開発本部、
第1技術開発本部

Management Team

マネジメント体制 2010年6月24日現在

経営・会社情報

コーポレートガバナンス その他経営・会社情報

財務セクション 投資家情報経営・会社情報事業概況業績ハイライト

事業等のリスク
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