役員紹介
取締 役

監査役
多田野 宏一

代表取締役社長

鈴木 正

代表取締役副社長

児玉 義人

常勤監査役

北村 明彦

常勤監査役

コ ー ポ レ ー ト・ガ バナンス
＆コン プ ラ イ アンス

略歴

略歴

略歴

略歴

1977年４月 丸紅株式会社入社

1976年４月 住友商事株式会社入社

1975年４月 株式会社第一勧業銀行
（現：株式会社みずほ銀行）
入行

1982年４月 日産自動車株式会社入社

1988年6月 当社入社

1997年４月 当社入社

2004年2月 株式会社セシール
（現：株式会社ディノス・セシール）
入社

2008年４月 同社事業収益管理部担当部長

1991年6月 社長室長

1997年7月 海外事業部長

2004年3月 同社専務執行役員、管理本部長

2008年9月 当社入社

1997年1月 ファウン GmbH
（現：タダノ・ファウン GmbH）
取締役社長

1999年４月 執行役員

2005年3月 同社専務取締役、管理本部長兼業務本部長

2008年12月 企画管理部部長
（経理・財務担当）

1997年6月 取締役

2001年6月 取締役、執行役員

2006年４月 当社入社

2011年４月 執行役員

1999年４月 取締役、執行役員常務

2002年４月 取締役、執行役員常務

2007年6月 執行役員、企画管理部門担当補佐、企画管理部部長

2012年４月 執行役員、企画管理部門担当

2001年４月 取締役、執行役員専務

2003年6月 取締役、執行役員専務

2009年４月 執行役員、企画管理部門担当、企画管理部長

2015年1月 執行役員、欧州事業部門担当補佐、

2002年４月 代表取締役、執行役員専務

2015年４月 取締役副社長

2010年４月 執行役員常務、企画管理部門担当、企画管理部長

2003年6月 代表取締役社長

2017年４月 代表取締役副社長

2011年４月 当社顧問

2017年４月 監査役室顧問

2019年6月 代表取締役社長、技術研究部門統括
（現任）

2019年７月 代表取締役副社長、営業統括部門担当、
ＣＳ部門・

2011年6月 常勤監査役
（現任）

2017年6月 常勤監査役
（現任）

タダノ・ファウン GmbH取締役副社長

国内営業部門・海外事業部門・欧州事業部門・
中古車事業部門統括(現任)

奥山 環

取締役・執行役員専務

氏家 俊明

取締役・執行役員専務

井之川 和司

常勤監査役

社外

三宅 雄一郎

監査役

社外

略歴

略歴

略歴

略歴

1980年４月 当社入社

1984年４月 丸紅株式会社入社

1979年４月 香川県警察官拝命

1972年４月 弁護士登録
（現在に至る）

2000年10月 設計第一部長

1991年10月 MMS Europe GmbH取締役社長

2008年3月 高松北警察署副署長

1972年４月 三宅法律事務所入所
（現在に至る）

2004年1月 ファウン GmbH
（現：タダノ・ファウン GmbH）
取締役

2000年4月 Trax Inc. CEO

2009年3月 香川県警察本部鑑識課長

1994年8月 大平製紙株式会社(現：ダイニック株式会社)社外監査役

2008年４月 執行役員

2009年４月 丸紅株式会社建設機械部長

2010年3月 香川県警察本部警務部公安委員会補佐官

1995年6月 山洋電気株式会社社外監査役

2011年４月 執行役員常務

2013年４月 同社経営企画部長

2011年2月 香川県警察本部会計課長・警務部参事官

1998年6月 住友大阪セメント株式会社社外監査役

2011年6月 取締役、執行役員常務

2014年４月 同社執行役員

2014年6月 当社常勤監査役(現任)

1999年6月 山洋電気株式会社社外取締役
（現任）

2017年４月 取締役、執行役員専務

2017年４月 同社常務執行役員

2000年11月 株式会社東京個別指導学院社外監査役

2019年７月 取締役、執行役員専務、開発部門担当、

2018年４月 同社常務執行役員、輸送機グループCEO

2003年6月 新電元工業株式会社社外監査役
（現任）

2019年４月 当社入社

2006年8月 旭化成株式会社社外監査役

2019年6月 取締役、執行役員専務、企画管理部門・ICT部門統括
（現任）

2008年6月 当社監査役(現任)

SVE推進部門・インド事業部門統括(現任)

2014年6月 旭有機材工業株式会社
（現：旭有機材株式会社）
社外取締役(現任)

西 陽一朗

取締役・執行役員常務
略歴

1976年４月 ヤンマーディーゼル株式会社
（現：ヤンマー株式会社）
入社
2005年４月 同社開発本部トラクタ開発部第1技術部部長

取締役会の構成

2007年1月 ヤンマー農機株式会社
（現：ヤンマー株式会社）
トラクタ事業本部開発部第3開発グループ部長
2008年6月 同社トラクタ事業本部開発部製品技術部長

当社では、知識や経験、能力のバランスを考慮し、取締役を選任しております。

2008年9月 当社入社
2009年1月 開発企画部長
2009年４月 執行役員

取締役が特に有する専門性

2011年４月 執行役員常務
2011年6月 取締役、執行役員常務
2019年８月 取締役、執行役員常務、生産部門担当、購買部門・
品質安全部門・タイ事業部門・中国事業部門統括
（現任）

企業経営

ガバナンス
リスク管理

財務・会計

多田野 宏一

吉田 康之

取締役

社外

野口 由典

取締役

社外

略歴

略歴

1971年４月 株式会社三菱総合研究所入社

1977年４月 日野自動車工業株式会社
（現：日野自動車株式会社）
入社
2003年6月 日野自動車株式会社業務部部長
2004年6月 同社執行役員業務部部長
2006年6月 日野モータースセールスタイランドLtd.取締役社長
2009年４月 日野自動車株式会社執行役員
2010年6月 同社常務執行役員
2013年４月 日野モータースセールスU.S.A. Inc.取締役社長
2014年４月 日野自動車株式会社専務役員北米事業統括
2018年４月 同社執行役員副社長北米事業統括
2019年4月 当社顧問
2019年6月 当社取締役(現任)

2002年10月 同社参与
2007年10月 株式会社日建設計総合研究所入社、上席研究員
2008年1月 同社常務理事、上席研究員
2008年6月 当社取締役
（現任）
2009年3月 株式会社日建設計総合研究所取締役、常務理事、副所長
2019年6月 飯野海運株式会社社外取締役
（現任）

鈴木 正
奥山 環
氏家 俊明
西 陽一朗
吉田 康之
野口 由典
※上記一覧表は、取締役の有するすべての知見を表すものではありません。





製造・技術
研究開発

マーケティング
営業

グローバル
経験

