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取締役、監査役、経営役員および執行職 （2019年6月末現在）　

取締役 監査役

社外取締役（独立）
隅　修三

1970年 ４月 東京海上火災保険（株）入社
2000年 ６月 同社取締役ロンドン首席駐在員
2002年 ６月 同社常務取締役
2004年10月 東京海上日動火災保険（株）常務取締役
2005年 ６月 同社専務取締役
2007年 ６月 同社取締役社長
2007年 ６月 東京海上ホールディングス（株）取締役社長
2013年 ６月 東京海上日動火災保険（株）取締役会長
2013年 ６月 東京海上ホールディングス（株）取締役会長
2014年 ６月 当社取締役（現任）
2016年 ４月 東京海上日動火災保険（株）相談役（現任）
2019年 ６月 東京海上ホールディングス（株）取締役会長退任

取締役
石﨑　裕二

1980年４月 当社入社
2012年６月 執行役員
2016年６月 常務役員
2018年６月 取締役・専務役員
2019年６月 取締役・経営役員（現任）

取締役
水野　陽二郎

1983年４月 当社入社
2010年６月 執行役員
2016年６月 常務役員
2018年６月 取締役・専務役員
2019年６月 取締役・経営役員（現任）

取締役
山本　卓

1979年４月 当社入社
2007年６月 常務役員
2012年６月 常務執行役員
2014年６月 取締役
2016年６月 取締役・専務役員
2019年６月 取締役・経営役員（現任）

社外取締役
加藤　光久

1975年４月 トヨタ自動車工業（株）入社
2004年６月 トヨタ自動車（株）常務役員
2006年６月 トヨタテクノクラフト（株）取締役社長
2006年６月 トヨタ自動車（株）顧問
2007年６月 同社顧問退任
2010年６月 トヨタテクノクラフト（株）取締役社長退任
2010年６月 トヨタ自動車（株）専務取締役
2011年６月 同社専務役員
2012年６月 同社取締役副社長
2015年６月 当社取締役（現任）
2016年４月 （株）豊田中央研究所代表取締役会長（現任）
2017年４月 トヨタ自動車（株）取締役
2017年６月 同社相談役
2018年６月 同社相談役退任　

社外取締役（独立）
山西　健一郎

1975年４月 三菱電機（株）入社
2006年４月 同社常務執行役
2008年４月 同社上席常務執行役
2010年４月 同社代表執行役、執行役社長
2010年６月 同社取締役、代表執行役、執行役社長
2014年４月 同社取締役会長
2015年６月 当社取締役（現任）
2018年４月 三菱電機（株）取締役相談役
2018年６月 同社特別顧問（現任）

取締役副社長
佐々木　一衛

1977年４月 当社入社
2003年６月 取締役
2006年６月 常務役員
2008年６月 常務執行役員
2010年６月 取締役
2011年６月 専務取締役
2013年６月 取締役副社長（現任）

取締役副社長
佐々木　卓夫

1980年４月 トヨタ自動車工業（株）入社
2009年６月 トヨタ自動車（株）常務役員
2011年６月 トヨタファイナンシャルサービス（株）
　　　　　　取締役社長
2011年６月 トヨタ自動車（株）顧問
2013年４月 同社常務役員
2015年４月 当社顧問
2015年６月 専務取締役
2016年６月 取締役・専務役員
2018年６月 取締役副社長（現任）

社外監査役（独立）
水野　明久

1978年４月 中部電力（株）入社
2008年６月 同社取締役　専務執行役員　経営戦略本部長
2009年６月 同社代表取締役　副社長執行役員
　　　　　　経営戦略本部長、関連事業推進部統括
2010年６月 同社代表取締役社長　社長執行役員
2015年６月 同社代表取締役会長（現任）
2016年６月 当社監査役（現任）

社外監査役（独立）
友添　雅直

1977年 4 月 トヨタ自動車販売（株）入社
2005年６月 トヨタ自動車（株）常務役員
2011年4 月 同社専務役員
2011年4 月 トヨタ モーター ノースアメリカ（株）上級副社長
2012年 6 月 （株）トヨタモーターセールス＆マーケティング
　　　　　　代表取締役社長
2015年5 月 中部国際空港（株）顧問
2015年 6月 同社代表取締役社長
2019年 6月 当社監査役（現任）
2019年 6月 中部国際空港（株）相談役（現任）

取締役会長
豊田　鐵郎

1970年４月 トヨタ自動車販売（株）入社
1991年２月 米国トヨタ自動車販売（株）副社長
1991年６月 当社取締役
1997年６月 常務取締役
1999年６月 専務取締役
2002年６月 取締役副社長
2005年６月 取締役社長
2013年６月 取締役会長（現任）
2016年６月 一般社団法人中部経済連合会会長（現任）

常勤監査役
小河　俊文

1976年４月 当社入社
2006年６月 常務役員
2010年６月 常務執行役員
2012年６月 取締役
2013年６月 専務取締役
2016年６月 監査役（現任）

常勤監査役
古川　真也

1977年４月 トヨタ自動車販売（株）入社
2005年６月 当社取締役
2006年６月 常務役員
2008年６月 常務執行役員
2010年６月 専務取締役
2015年６月 取締役副社長
2018年６月 監査役（現任）

取締役社長
大西　朗

1981年４月 当社入社
2005年６月 取締役
2006年６月 常務役員
2008年６月 常務執行役員
2010年６月 専務取締役
2013年６月 取締役社長（現任）

経営役員 大西　敏文　　　　　　　　山本　　卓＊
　　　 　　　　　　　  福永　恵一　　　　　　　　水野陽二郎＊

 石﨑　裕二＊　　　 　　 　　　　　 川口　真広　　　　　　　   伊藤　浩一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊ ： 取締役を兼任

執行職 岡本　幹彦　　　             原　　敬三　                    　　　 志水　敏彦              　　　河井　康司

粥川　浩明　　　　　　　　稲川　　透　　　　　　　　松本　　洋　　　　　　　　大年　浩太

若林　紀雄　　　　　　　　枡岡　一成　　　　　　　　白浜　政則　　　　　　　　熊倉　和生

松田　裕昭　　　　　　　　一条　　恒　　　　　　　　安井　伸友　　　　　　　　杉本　俊示

宮島　久典　　　　　　　　大西　謙一　　　　　　　　深川　博志　　　　　　　　大武　憲生

赤塚　裕哉　　　　　　　　山崎陽一郎　　　　　　　　原　茎太郎　　　　　　　　水谷　信也
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■■ヨーロッパ

■■ 北アメリカ・南アメリカ

■■ 日本

■■アジア

■29 Kirloskar Toyota Textile Machinery Pvt. Ltd.
　 インド
    Bangalore
    事業内容 ： 繊維機械の生産・販売・サービス
    1995年設立

■28 Toyota Industries Engine India Private Limited
　 インド
    Bangalore
    事業内容 ： ディーゼルエンジンの生産
    2015年設立

■31 豊田工業電装空調圧縮機（昆山）有限公司
　 中国
    江蘇省昆山市
    事業内容 ： コンプレッサーの生産
    2005年設立

■30 豊田工業（昆山）有限公司
　 中国
    江蘇省昆山市
    事業内容 ： 産業車両、自動車部品などの生産
    1994年設立

■33 P.T. TD Automotive Compressor Indonesia
　 インドネシア
    Bekasi
    事業内容 ： コンプレッサーの生産
    2011年設立

■32 烟台首鋼豊田工業空調圧縮機有限公司
　 中国
    山東省煙台市
    事業内容 ： コンプレッサーの生産
    2012年設立

Managing Director
林　義光

Managing Director
志水　敏彦

総経理
原　敬三

総経理
藤井　晶良

総経理
渡邉　靖

President
中村　正也

■1 刈谷工場
　 愛知県刈谷市
　 生産品目 ： 繊維機械、コンプレッサー
　 1927年操業

■2 大府工場
　 愛知県大府市
　 生産品目 ： コンプレッサー部品
　 1944年操業

■3 共和工場
　 愛知県大府市
　 生産品目 ： 電子機器、自動車用プレス型、生産設備、エンジン部品
　 1953年操業

■8 東浦工場
　 愛知県知多郡東浦町
　 生産品目 ： コンプレッサー部品
　 2002年操業

■9 安城工場
　 愛知県安城市
　 生産品目 ： 電子機器
　 2007年操業

■4 長草工場
　 愛知県大府市
　 生産品目 ： 自動車
　 1967年操業

■5 高浜工場
　 愛知県高浜市
　 生産品目 ： 産業車両、物流システム機器
　 1970年操業

■6 碧南工場
　 愛知県碧南市
　 生産品目 ： ディーゼルおよびガソリンエンジン
　 1982年操業

■7 東知多工場
　 愛知県半田市
　 生産品目 ： 鋳造品、ディーゼルエンジン
　 2000年操業

■21 Toyota Material Handling Europe AB
　 スウェーデン
    Mjölby
    事業内容 ： 欧州産業車両生産・販売統括
    1946年設立

President
Matthias Fischer

■26 TD Deutsche Klimakompressor GmbH
　 ドイツ
    Bernsdorf
    事業内容 ： コンプレッサーの生産
    1998年設立

President
村尾　和重

■27 Uster Technologies AG
　 スイス
    Uster
    事業内容 ： 繊維品質検査機器の生産・
　　　　　　 販売・サービス
    1875年設立

CEO
Thomas Nasiou

■25 Vanderlande Industries B.V.
　 オランダ
    Veghel
    事業内容 ： 物流ソリューションプロバイダー
    1949年設立

President & CEO
Remo Brunschwiler

■35 台励福機器設備（青島）有限公司（タイリフト）

　 中国
    山東省青島市
    事業内容 ： 産業車両の生産・販売・サービス
    2000年設立

総経理
林　佳郁

■34 台豐運搬設備股份有限公司（タイリフト）

　 台湾
    台中市
    事業内容 ： 産業車両の生産・販売・サービス
    2014年設立

CEO
林　長昱

■20 Toyota Material Handling Mercosur 
    Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda
　 ブラジル
    São Paulo
    事業内容 ： 産業車両の生産・販売・サービス
    2004年設立

President
栗山　泰司

■13 Toyota Material Handling USA, Inc.
　 アメリカ
    Columbus, Indiana
    事業内容 ： 産業車両の販売
    2001年設立

President
Jeff Rufener

■17 Toyota Industries Commercial Finance, Inc.
　 アメリカ
    Dallas, Texas
    事業内容 ： 産業車両向けの販売金融
    2014年設立

CEO
Dave Crandall

■14 The Raymond Corporation
　 アメリカ
    Greene, New York
    事業内容 ： 産業車両の生産・販売・サービス
    1922年設立

CEO
Mike Field

■12 Toyota Industrial Equipment Mfg., Inc.
　 アメリカ
    Columbus, Indiana
    事業内容 ： 産業車両の生産
    1988年設立

Senior Vice President
Tony Miller

社長
三浦　治

■10 株式会社アイチコーポレーション
　 埼玉県上尾市
　 事業内容 ： 高所作業車の生産・
　　　　　　 販売・サービス
　 1962年設立

■11 Toyota Material Handling North America, Inc.
　 アメリカ
    Columbus, Indiana
    事業内容 ： 米国産業車両生産・販売統括
    2010年設立

President & CEO
Brett Wood

■19 TD Automotive Compressor Georgia, LLC
　 アメリカ
    Pendergrass, Georgia
    事業内容 ： コンプレッサーの生産
    2004年設立

President
池野　寛人

■18 Michigan Automotive Compressor, Inc.
　 アメリカ
    Parma, Michigan
    事業内容 ： コンプレッサーの生産
    1989年設立

President
草場　尚

■15 Toyota Advanced Logistics North America, Inc.
　 アメリカ
    Indianapolis, Indiana
    事業内容 ： 米国物流ソリューション統括
    2017年設立

President ＆ CEO
Mike Romano

■16 Bastian Solutions, LLC
　 アメリカ
    Indianapolis, Indiana
    事業内容 ： 物流システムインテグレーター
    1952年設立

CEO
Mike Romano

■22 Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB
　 スウェーデン
    Mjölby
    事業内容 ： 産業車両の生産
    1946年設立

Managing Director
Kristian Björkman

Managing Director
Giorgio Polonio

■23 Toyota Material Handling Manufacturing Italy S.p.A.
　 イタリア
    Bologna
    事業内容 ： 産業車両の生産
    1942年設立

Managing Director
Philippe Mahé

■24 Toyota Material Handling Manufacturing France SAS
　 フランス
    Ancenis
    事業内容 ： 産業車両の生産
    1995年設立

■21 ■22

■24
■26■25

■23■27

■28 ■29

■30
■32

■34

■35
■31

■10
■11 ■12
■13

■14■18
■15■16

■17 ■19

■20

■33

■3 
■4 ■2 

■1 
■9 ■5 

■6 
■8 
■7 
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主な拠点  （生産、統括など　2019年7月1日現在）

財
務
セ
ク
シ
ョ
ン・企
業
情
報

E
S
G
の
推
進

戦
略
と
事
業

企
業
紹
介



豊田自動織機レポート201990

投資家情報  （2019年3月31日現在）

所有者別株式の状況

大株主の状況

本社所在地
〒448-8671 愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地
株式会社豊田自動織機
電話番号:（0566）22-2511（代表）
FAX番号:（0566）27-5650

設立
大正15年（1926年）11月18日

普通株式
発行可能株式総数: 1,100,000,000株
発行済株式総数:　　325,840,640株

単元株数:　　                      100株

資本金
80,462百万円

上場証券取引所
東京、名古屋 （証券コード: 6201）

株主数
16,082 人

監査法人
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-1
大手町パークビルディング
PwCあらた有限責任監査法人

株主名簿管理人
特別口座管理機関
〒100-8212 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社

一般法人
金融機関
外国法人等
個人・その他
自己株式
証券会社

0.8%

19.9%

20.1%

48.3%

4.7%
6.2%

注 1： 当社は、自己株式（15,355千株）を所有していますが、上記の大株主より除いています。 
 2： 上記所有株式数のうち信託業務に係る株式は次のとおりです。
  日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,943千株
  日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,229千株
　　　NORTHERN TRUST CO.（AVFC） RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST　　4,747千株

（自己株式を含む）

氏名または名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 所有株式数
（千株）

発行済株式（自己株式を
除く）の総数に対する

所有株式数の割合（%）
トヨタ自動車株式会社 　76,600 24.67
株式会社デンソー 　29,647 9.55
東和不動産株式会社 　16,291 5.25
豊田通商株式会社 　15,294 4.93
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 （信託口） 　12,943  4.17
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 （信託口） 　12,229 3.94
日本生命保険相互会社 　6,580 2.12
アイシン精機株式会社 　6,578 2.12
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 　4,903 1.58
NORTHERN TRUST CO.（AVFC） RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST 　4,747 1.53
計 　185,816   59.85




