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2019 年 2月 19日 

各 位 

 会社名 本田技研工業株式会社 

 代表者名 取締役社長 八郷 隆弘 

 (コード番号 7267 東証第一部) 

 問合せ先 事業管理本部経理部長 森澤 治郎 

                 (TEL. 03-3423-1111) 

 

役員の異動に関するお知らせ 
 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり 2019年 4月 1日付の取締役および執行役員人事ならび

に 2019年 6月に開催予定の定時株主総会日付の執行役員人事を決定し、2019年 6月に開催予定の定時株

主総会日付の取締役人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、2019年 6月に開催予定の定時株主総会日付の取締役人事につきましては、当該定時株主総会およびそ

の後の取締役会において正式に決定いたします。 

 

記 

 

１. 取締役人事  

  

〈 4月 1日付 〉 

 

昇格予定者 

氏名 新職 現職 

神子柴 寿昭 取締役会長 専務取締役 

 

〈 2019年 6月開催予定の定時株主総会日付 〉 

 

新任取締役候補者 （監査等委員である取締役を除く） 

氏名 新職 現職 

小出 寛子 取締役 
三菱電機株式会社社外取締役 

ヴィセラ・ジャパン株式会社取締役 

小出 寛子氏は、会社法施行規則に定める社外取締役候補者です。 

 

新任取締役候補者（監査等委員） 

氏名 新職 現職 

酒井 邦彦 取締役（監査等委員） 
TMI総合法律事務所顧問弁護士 

古河電気工業株式会社社外監査役 

酒井 邦彦氏は、会社法施行規則に定める社外取締役候補者です。 
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取締役退任予定者 

氏名 現職 

松本 宜之 専務取締役 

國井 秀子 取締役 

樋渡 利秋 取締役（監査等委員） 

國井 秀子および樋渡 利秋の両氏は、会社法に定める社外取締役です。 

 

2. 執行役員人事  

  

〈 4月 1日付 〉 

 

昇格予定者 

氏名 新職 現職 

松川 貢 常務執行役員 執行役員 

安部 典明 常務執行役員 執行役員 

水野 泰秀 常務執行役員 執行役員 

 

就任予定者 

氏名 新職 現職 

野村 欣滋 執行役員 株式会社本田技術研究所 

常務取締役 二輪Ｒ＆Ｄセンター担当 

株式会社ホンダ・レーシング 

代表取締役社長 

中尾 芳門 執行役員 購買本部 購買統括 

徳竹 浩 執行役員 生産本部 

埼玉製作所 寄居完成車工場長 

小林 太郎 執行役員 アフリカ・中東統括部長 

森澤 治郎 執行役員 事業管理本部 

副本部長 兼 経理部長 

 

〈 2019年 6月開催予定の定時株主総会日付 〉 

 

退任予定者 

氏名 現職 

滝澤 惣一郎 常務執行役員 

松井 直人 執行役員 

鈴木 哲夫 執行役員 
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【ご参考】  

2019年 4月 1日 付および 2019年 6月開催予定の定時株主総会日付役員体制について 

 

1. 取締役 

氏名 4月 1日付  定時株主総会日付 

神子柴 寿昭 取締役会長（昇格） 取締役会長 

八郷 隆弘 代表取締役社長 代表取締役社長 

倉石 誠司 代表取締役副社長 代表取締役副社長 

松本 宜之 専務取締役 ― 

山根 庸史 専務取締役 専務取締役 

竹内 弘平 専務取締役 専務取締役 

國井 秀子 取締役※1 ― 

尾﨑 元規 取締役※1 取締役※1 

小出 寛子 ― 取締役※1（新任） 

伊東 孝紳 取締役相談役 取締役相談役 

吉田 正弘 取締役（監査等委員） 取締役（監査等委員） 

鈴木 雅文 取締役（監査等委員） 取締役（監査等委員） 

樋渡 利秋  取締役※1（監査等委員） ― 

髙浦 英夫 取締役※1（監査等委員） 取締役※1（監査等委員） 

田村 真由美 取締役※1（監査等委員） 取締役※1（監査等委員） 

酒井 邦彦 ― 取締役※1（監査等委員）（新任） 

※1 社外取締役 

 

2. 執行役員 

氏名 4月 1日付  定時株主総会日付 

関口 孝  常務執行役員 常務執行役員 

滝澤 惣一郎  常務執行役員 ― 

藤野 道格 常務執行役員 常務執行役員 

青山 真二 常務執行役員 常務執行役員 

貝原 典也 常務執行役員 常務執行役員 

三部 敏宏 常務執行役員 常務執行役員 

松川 貢 常務執行役員（昇格） 常務執行役員 

安部 典明 常務執行役員（昇格） 常務執行役員 

水野 泰秀 常務執行役員（昇格） 常務執行役員 

松井 直人 執行役員 ― 

鈴木 哲夫 執行役員 ― 

Issao Mizoguchi 執行役員 執行役員 

堀 祐輔 執行役員 執行役員 

神阪 知己 執行役員 執行役員 

島原 俊幸 執行役員 執行役員 

尾高 和浩 執行役員 執行役員 



-4- 

五十嵐 雅行 執行役員 執行役員 

可知 浩幸 執行役員 執行役員 

山本 創一 執行役員 執行役員 

井上 勝史 執行役員 執行役員 

寺谷 公良 執行役員 執行役員 

鈴木 麻子 執行役員 執行役員 

奥田 克久 執行役員 執行役員 

森山 克英 執行役員 執行役員 

大津 啓司 執行役員 執行役員 

野村 欣滋 執行役員（新任） 執行役員 

中尾 芳門 執行役員（新任） 執行役員 

徳竹 浩 執行役員（新任） 執行役員 

小林 太郎 執行役員（新任） 執行役員 

森澤 治郎 執行役員（新任） 執行役員 

 

以上 
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新任取締役候補者略歴 2019年 2月 19日現在 

 

小出
コ イ デ

 寛子
ヒ ロ コ

 
 

○ 生年月日  1957 年 8 月 10 日  61才 

 

年月 略歴 

  
1986年 9月 J. ウォルター・トンプソン・ジャパン株式会社（現ジェイ･ウォルター･トンプソン･ジャパン合

同会社）入社 

  

1993年 5月 日本リーバ株式会社（現ユニリーバ･ジャパン株式会社）入社 

  

2001年 4月 同 取締役（2006年 3月 退任） 

  

2006年 4月 マスターフーズ リミテッド（米国）（現マース ジャパン リミテッド（米国））マーケティン

グ統括本部長 

  

2008年 4月 同 チーフ・オペレーティング・オフィサー（2010年 8月 退任） 

  

2010年 11月 パルファン･クリスチャン･ディオール･ジャポン株式会社代表取締役社長（2012年 1月 

退任） 

  

2013年 1月 キリン株式会社社外取締役（2018年 3月 退任） 

  

2013年 4月 ニューウェル･ラバーメイド・インコーポレーテッド（米国）（現ニューウェル・ブランズ・インコ

ーポレーテッド（米国））グローバル・マーケティング シニア・ヴァイス・プレジデント

（2018年 2月 退任） 

  

2016年 6月 三菱電機株式会社社外取締役（現在） 

  

2018年 4月 ヴィセラ・ジャパン株式会社取締役（現在） 

  

 ＜重要な兼職の状況＞ 

 三菱電機株式会社社外取締役、ヴィセラ・ジャパン株式会社取締役  
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新任取締役候補者略歴 2019年 2月 19日現在 

 

酒井
サ カ イ

 邦彦
ク ニ ヒ コ

 
 

○ 生年月日  1954 年 3 月 4 日  64才 

 

年月 略歴 

  
1979年 4月 東京地方検察庁検事 

  

1980年 3月 長野地方検察庁検事 

  

1983年 3月 東京地方検察庁検事 

  

1990年 7月 在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官 

  

1994年 4月 東京地方検察庁検事 

  

1998年 7月 法務大臣官房参事官 

  

2000年 4月 東京高等検察庁検事 兼 東京地方検察庁公安部副部長 

  

2002年 4月 国際連合アジア極東犯罪防止研修所長 

  

2005年 7月 東京高等検察庁公判部長 

  

2006年 7月 最高検察庁検事 

  

2007年 6月 奈良地方検察庁検事正 

  

2008年 7月 最高検察庁総務部長 

  

2010年 6月 同 裁判員公判部長 

  

2010年 10月 名古屋地方検察庁検事正 

  

2012年 6月 法務総合研究所長 

  

2014年 7月 高松高等検察庁検事長 

  

2016年 9月 広島高等検察庁検事長（2017年 3月 退官） 
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2017年 4月 第一東京弁護士会登録 

  

2017年 4月 TMI総合法律事務所顧問弁護士（現在） 

  

2018年 6月 古河電気工業株式会社社外監査役（現在） 

  

 ＜重要な兼職の状況＞ 

 TMI総合法律事務所顧問弁護士、古河電気工業株式会社社外監査役 

  

 

 


