
役員紹介

大越 博雄
代表取締役会長CEO

御手洗 尚樹
社外取締役

片山 寛太郎

取締役
専務執行役員 
関係会社統括
ライフ・インダストリー事業部長

堤　和彦
社外取締役

宮嶋 和明

取締役
執行役員 
技術統括

小野 ジョディー
社外取締役

谷口 真一

代表取締役社長COO
社長執行役員
内部統制担当

伊豫田 忠人

取締役
常務執行役員 
管理統括 
経営戦略担当

染谷 一幸

取締役
常勤監査等委員

浅井　隆

社外取締役
監査等委員

高橋　徹

取締役
執行役員 
購買・生産管理本部長

植村 京子

社外取締役
監査等委員

東葭 葉子

社外取締役
監査等委員

（2022年3月30日現在）

氏名
企業経営

経験
グローバル

経験
経営企画・
経営戦略

内部統制・
ガバナンス

法務・
リスク管理

財務・会計
人事労務・
人材開発

事業・営業 技術・品質 購買・生産

大越 博雄 ○※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○

谷口 真一 ○※ ○ 　 ○ 　 　 ○ ○ ○

片山 寛太郎 ○※ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

伊豫田 忠人 ○※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

宮嶋 和明 ○ ○ ○

高橋　徹 ○※ ○   ○  ○

御手洗 尚樹 ○  ○ ○ ○ ○ ○   

堤　和彦 ○　 ○ 　 　 　 　 ○　 ○ ○

小野 ジョディー 　 ○ ○ 　 　 　 ○ 　 　 　

染谷 一幸 ○※ ○  ○ ○ ○     
浅井　隆    ○ ○ ○ ○    
植村 京子    ○ ○ ○     

東葭 葉子    ○ ○ ○     
（注）※は当社・当社グループ会社における社長経験者を示します。

取締役のスキルマトリックス
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社外取締役

大
おおこし

越 博
ひ ろ お

雄

代表取締役会長CEO

1987年 当社入社
1987年 華淵電機工業股份有限公司
1997年 マブチモーターベトナムリミテッド製造技術課長
2005年 当社パワーユニットモーター事業部長補佐
2005年 当社技術本部第二製品開発部長
2013年 万宝至馬達（江蘇）有限公司総経理
2018年 当社開発本部副本部長
2018年 当社執行役員 開発本部副本部長
2018年 当社執行役員 製造本部長
2019年 当社取締役執行役員 技術統括兼製造本部長
2020年 当社取締役常務執行役員 技術統括兼製造本部長
2021年 当社取締役常務執行役員 技術統括
2022年 当社代表取締役社長COO社長執行役員  
　　　   内部統制担当（現任）

谷
たにぐち

口 真
しんいち

一

代表取締役社長COO
社長執行役員
内部統制担当

1984年 当社入社
1990年 萬寶至實業有限公司購買課長
1996年 同社総経理室長
2002年  同社董事兼総務部長兼人事部長
2002年 当社経営企画室長
2003年  当社事業基盤改革推進本部副本部長
2004年 当社経営企画部長
2009年 当社執行役員 管理本部長
2011年  当社取締役執行役員 管理本部長
2013年 当社代表取締役社長社長執行役員
2019年 当社代表取締役社長CEO
2022年 当社代表取締役会長CEO（現任）

片
かたやま

山 寛
ひ ろ た ろ う

太郎

取締役
専務執行役員 
関係会社統括
ライフ・インダストリー
事業部長

1999年 当社入社
2004年 萬寶至實業有限公司総経理室長
2010年 当社経営企画部長
2013年 当社執行役員 管理本部長
2015年 当社取締役執行役員 管理本部長
2018年  当社取締役グループ執行役員 米州総代表兼マブチ

モーターメキシコエスエーデシーブイ会長兼社長
2020年 当社取締役執行役員 経営企画部長
2020年 当社取締役執行役員 経営企画本部長兼経営企画部長
2021年 当社取締役執行役員 経営企画本部長兼広報IR室長
2022年 取締役常務執行役員 管理統括兼経営戦略担当（現任）

伊
い よ だ

豫田 忠
ただひと

人

取締役
常務執行役員 
管理統括 
経営戦略担当

1976年 株式会社日立製作所入社
2000年 同社労政部長
2004年  同社情報・通信グループ公共システム営業統括 

本部副統括本部長
2005年  同社グループ戦略本部G-経営戦略部門グループ 

会社室長
2006年 同社グループ戦略本部グループ会社室長
2010年 同社人財統括本部総務本部長
2011年  同社執行役常務人財統括本部長兼総務本部長
2014年  株式会社日立ハイテクノロジーズ執行役専務  

CHRO（Chief Human Resources Officer)  
兼リスクマネジメント責任者兼CRO 

（Chief Risk management Officer）
2015年  同社代表執行役執行役副社長
2016年 同社エグゼクティブアドバイザ
2017年 当社社外取締役（現任）
2019年 筑波大学客員教授（現任）

御
み た ら い

手洗 尚
な お き

樹

社外取締役

1991年 当社入社
1992年 萬寶至實業有限公司
1998年 萬寶至實業有限公司生産技術処処長代理
2012年 当社技術本部生産技術部長
2017年  当社製造本部副本部長
2018年 当社理事 製造本部付
2022年 当社取締役執行役員 技術統括（現任）

宮
みやじま

嶋 和
かずあき

明

取締役
執行役員 
技術統括

1982年 三菱電機株式会社入社
2006年 同社先端技術総合研究所副所長
2008年 同社先端技術総合研究所所長
2010年 同社常務執行役開発本部長
2014年 同社顧問
2014年 金沢工業大学客員教授（現任）
2018年 三菱電機株式会社特任技術顧問（現任） 
2019年  IEC (International Electrotechnical  

Commission / 国際電気標準会議）副会長（現任）
2019年 当社社外取締役（現任）

堤
つつみ

　和
かずひこ

彦

社外取締役

1988年 当社入社
1993年 万宝至馬達大連有限公司
2012年 東莞道ジャオ万宝至馬達有限公司総経理
2015年 万宝至馬達大連有限公司総経理
2018年 当社製造本部生産管理部長
2021年 当社購買・生産管理本部長
2022年  当社取締役執行役員 購買・生産管理本部長（現任）

高
たかはし

橋　徹
とおる

取締役
執行役員 
購買・生産管理本部長

2005年  ストックホルム商科大学移行経済研究所大学  
最高執行責任者

2013年 テキサスA&M大学講師
2015年 一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任講師
2017年 一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任准教授 
2019年 当社社外取締役（現任）
2021年 一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任教授
              （現任）

小
お の

野 ジョディー

社外取締役

1991年 当社入社
1994年 萬寶至實業有限公司
1997年 萬寶至實業有限公司品質保証課長
2006年  万宝至馬達（江蘇）有限公司
2007年 万宝至馬達（江蘇）有限公司総経理
2014年 当社生産本部副本部長
2014年 当社生産本部長
2015年 当社取締役執行役員 生産本部長
2017年 当社取締役常務執行役員 事業統括
2019年  当社取締役常務執行役員 社長補佐兼関係会社統括
2020年  当社取締役常務執行役員 社長補佐兼関係会社統括  

兼管理統括兼人事・総務本部長
2020年  当社取締役常務執行役員 社長補佐兼関係会社統括  

兼管理統括兼人事・総務本部長兼購買本部長
2021年  当社取締役常務執行役員 社長補佐兼関係会社統括  

兼管理統括兼購買担当兼人事・総務本部長
2022年  当社取締役常務執行役員 社長補佐兼関係会社統括

兼管理統括兼購買担当
2022年  当社取締役専務執行役員 関係会社統括兼  

ライフ・インダストリー事業部長（現任）

取締役
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役員紹介

1986年 当社入社
2005年 当社管理本部経理部長
2010年 当社管理本部経営管理部長
2013年 萬寶至實業有限公司総経理
2016年 当社常勤監査役
2019年 当社取締役 常勤監査等委員（現任）

染
そ め や

谷 一
かずゆき

幸

取締役
常勤監査等委員

1990年 弁護士登録
1990年 第一芙蓉法律事務所入所（現任）
1998年 同パートナー（現任）
2002年 慶應義塾大学法学部非常勤講師
2005年  同大学大学院法務研究科（法科大学院）非常勤

講師
2009年 同大学大学院法務研究科（法科大学院）教授
2014年 同大学非常勤講師（現任）
2016年 当社社外監査役
2019年 当社社外取締役監査等委員（現任） 

浅
あ さ い

井　隆
たかし

社外取締役
監査等委員

1994年 大阪地方裁判所判事補
2004年 静岡家庭裁判所沼津支部判事
2005年 横浜地方裁判所判事
2008年 弁護士登録
2008年 ＬＭ法律事務所入所
2017年  ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディ

ングス株式会社社外監査役（現任） 
2018年 ソフトバンク株式会社社外取締役（現任） 
2018年 深山・小金丸法律会計事務所入所パートナー
  弁護士（現任）
2021年 当社社外取締役監査等委員（現任）

植
うえむら 

村 京
きょうこ

子

社外取締役
監査等委員

1981年 株式会社福岡銀行入社
1989年  監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監

査法人）入社
1990年  監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマ

ツ）入社
2008年 同パートナー
2013年  金融庁 公認会計士監査審査会 主任公認会計士監

査検査官就任
2016年 有限責任監査法人トーマツ入所
2018年  アルプス電気株式会社（現アルプスアルパイン

株式会社）社外取締役（監査等委員）（現任） 
2020年 コクヨ株式会社社外監査役（現任）
2021年 当社社外取締役監査等委員（現任）

東
とうよし 

葭 葉
よ う こ

子

社外取締役
監査等委員

2004年 当社入社
2007年 当社技術本部第二製品開発部長
2013年 当社技術本部副本部長
2015年 当社執行役員 技術本部副本部長
2017年 当社取締役執行役員 開発本部長
2019年  当社取締役執行役員 事業副統括兼製品開発管掌
2020年  当社取締役執行役員 製品開発担当兼 
               顧客ソリューション担当兼電装第一事業部長
2021年  当社常務執行役員 製品開発担当兼  

電装第一事業部長
2022年  当社常務執行役員 製品開発担当兼 

オートモーティブ第一事業部長（現任）

植
うえにし

西 英
え い じ

史

常務執行役員
製品開発担当
オートモーティブ
第一事業部長

1988年 当社入社
1992年 萬寶至實業有限公司営業二課長
2005年 当社パワーユニットモーター事業部長
2006年 当社営業本部第三営業部長
2007年 マブチモーターヨーロッパゲーエムベーハー社長
2011年 当社営業本部中国市場開拓推進室長
2012年 当社営業本部第三営業部長
2013年 当社執行役員 営業本部副本部長
2015年 当社執行役員 営業本部長
2017年 当社執行役員 事業副統括
2018年  当社執行役員 事業副統括兼中型電装第二事業部長
2019年 当社執行役員 電装第二事業部長
2019年  当社執行役員 顧客リレーション担当兼電装第二事

業部長
2020年 当社執行役員 顧客リレーション担当
2021年 当社常務執行役員 営業担当兼民生事業部長兼
               欧州総代表
2021年 当社常務執行役員 営業担当兼電装第二事業部長兼
               欧州総代表
2022年 当社常務執行役員 営業担当兼
  オートモーティブ第二事業部長（現任）

中
なかむら

村　剛
つよし

常務執行役員
営業担当 
オートモーティブ
第二事業部長

1991年 当社入社
1994年 萬寶至實業有限公司
2003年 マブチモーターベトナムリミテッド組立課長
2006年 マブチモーターベトナムリミテッド生産部長
2009年 マブチモーターベトナムリミテッド工場長
2013年 マブチモーターダナンリミテッド社長
2016年  マブチモーターベトナムリミテッド副会長兼 
               マブチモーターダナンリミテッド副会長兼社長
2018年 当社執行役員 製造本部副本部長
2021年 当社執行役員 製造本部長（現任）

芝
しばさき

崎　徹
とおる

執行役員
製造本部長

取締役（監査等委員）

社外取締役（監査等委員）

執行役員（取締役を除く）
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1984年 当社入社
2010年 当社管理本部技術センター長
2012年 当社管理本部総務部長
2019年 萬寶至馬達股份有限公司総経理
2022年 当社人事・総務本部長
2022年 当社執行役員 管理副統括兼人事・総務本部長 
  （現任）

小
こばやし

林 克
か つ み

己

執行役員
管理副統括 
人事・総務本部長

2019年 当社入社
2019年 当社管理本部副本部長
2020年 当社執行役員 経理・財務本部長兼広報IR室長
2020年 当社執行役員 経理・財務担当（現任）

富
と み た

田 たくみ

執行役員
経理・財務担当

1986年 当社入社
2007年 当社技術本部第一製品開発部長
2011年 万宝至馬達（東莞）有限公司副総経理
2017年 当社技術管理部長
2018年 当社開発本部技術管理部長
2019年 当社技術管理部長
2020年 当社理事 技術管理部長
2021年  当社執行役員 IT担当兼事業基盤改革推進本部長 

 兼技術管理部長
2022年  当社執行役員 IT担当兼事業基盤改革推進本部長
2022年  当社執行役員 IT推進本部長兼事業基盤改革推進

本部長（現任）

鈴
す ず き

木　警
さとし

執行役員
IT推進本部長
事業基盤改革推進本部長

1988年 万宝至馬達深 有限公司入社
1999年 萬寶至實業有限公司広東第一工場製品生産處長
2000年 同社広東第一工場企画調整室長
2002年 同社広東第一工場長
2008年 同社広東第一工場副総経理
2009年 万宝至馬達（鷹潭）有限公司総経理
2014年 万宝至馬達（江西）有限公司総経理
2017年 万宝至馬達（東莞）有限公司総経理
2019年  当社中国副代表兼万宝至馬達（東莞）有限公司 

 総経理
2020年  当社グループ執行役員 中国副代表兼万宝至馬達 

 （東莞）有限公司総経理（現任）

舒
しゅ

　正
じぇん

グループ執行役員
中国副代表

1998年 マブチモーターベトナムリミテッド入社
2009年 同社製品生産部長
2010年 同社工場長補佐
2012年 同社工場長
2013年 マブチモーターダナンリミテッド副社長
2015年 マブチモーターベトナムリミテッド副社長
2015年 同社社長
2020年  当社グループ執行役員 マブチモーターベトナム
               リミテッド会長兼社長兼マブチモーターダナン
  リミテッド会長（現任）

H
ほ あ ん

oang S
そ ん

on

グループ執行役員
ベトナムマブチ会長・社長
ダナンマブチ会長

1993年 当社入社
1997年 万宝至馬達大連有限公司
2009年 萬寶至實業有限公司広東第三工場長補佐
2010年 万宝至馬達（東莞）有限公司分公司工場長補佐
2013年 万宝至馬達（江西）有限公司工場長補佐
2014年 万宝至馬達（江西）有限公司副総経理
2017年 万宝至馬達（江西）有限公司総経理
2020年  マブチモーターメキシコエスエーデシーブイ社長
2022年 当社グループ執行役員 マブチモーターメキシコ
　　　   エスエーデシーブイ社長（現任）

木
き む ら

村　慎
まこと

グループ執行役員
メキシコマブチ社長

1990年 万宝至馬達深 有限公司入社
2004年 東莞万宝至電機設備製造有限公司総経理室長
2005年  東莞万宝至電機設備製造有限公司総経理室長 
               兼中国人事部長
2008年 東莞万宝至電機設備製造有限公司副総経理
2011年 万宝至馬達（東莞）有限公司総経理
2017年  当社中国事業統括副責任者兼万宝至馬達（東莞）
               有限公司副董事長
2018年 当社グループ執行役員 中国総代表
2019年 当社グループ執行役員 中国総代表兼マブチモー
　　　   ターチャイナ董事長兼総経理
2020年 当社グループ常務執行役員 中国総代表兼マブチ
   　　　モーターチャイナ董事長兼総経理（現任）
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グループ常務執行役員
中国総代表

2008年 当社入社
2010年 マブチモーターベトナムリミテッド副社長
2012年 マブチモーターベトナムリミテッド社長
2016年 当社経営企画部長
2018年 当社執行役員 経営企画本部長
2020年 当社執行役員 電装第二事業部長
2021年 当社執行役員 COO付
2021年 当社グループ執行役員 マブチモーターエレクト
  ロマグエスエー会長（現任）
2022年 当社グループ執行役員 欧州総代表（現任）
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グループ執行役員 
欧州総代表

1999年  当社入社
2008年 マブチモーターアメリカコーポレーション
2015年 当社営業本部第三営業部長
2017年 当社中型電装第二事業部長
2018年 マブチモーターアメリカコーポレーション社長
2021年 当社購買・生産管理本部副本部長
2022年  当社執行役員 経営企画本部長（現任）
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執行役員
経営企画本部長

執行役員（取締役を除く）

執行役員（取締役を除く） グループ執行役員

グループ執行役員
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