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2022 年 2 月 24 日 

各 位 

会社名 パナソニック株式会社 

代表者名 代表取締役 社長執行役員 楠見 雄規 

（コード番号 6752 東証・名証第一部）

問合せ先 コーポレート戦略・技術部門 

財務・ＩＲ部長 和仁古 明 

(TEL. 06-6908-1121) 

代表取締役の異動等について 

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動等について、以下のとおり

決議しましたので、お知らせいたします。 

なお、2022 年 6 月 23 日付取締役等の人事については、正式には、6 月 23 日開催予定

の定時株主総会および取締役会において決定されます。 

添付資料「４月１日付の新たなグループ体制と役員の人事等について」もご参照ください。 

記 

１．代表取締役の異動の理由 

役員人事に伴う代表権の異動 

２．異動の内容（2022 年 6 月 23 日付） 

（新たに代表取締役となる者） 

氏名 新職 現職 

梅 田 博 和 代表取締役 取締役 

（代表取締役でなくなる者） 

氏名 新職 現職 

 口 泰 行 - 代表取締役 

３．新任代表取締役の略歴 

次頁ご参照 

（添付資料）４月１日付の新たなグループ体制と役員の人事等について 

以上 



２０２２年２月２４日 

 

うめ   だ   ひろ  かず 

梅   田   博   和   略 歴 （６０歳） 

 

（パナソニック株式会社 取締役 専務執行役員 グループ・チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(グループＣＦＯ)、 

グループコストバスターズプロジェクト担当、施設管財担当、パナソニック ホールディング オランダ(有) 会長、 

パナソニック出資管理合同会社 社長、プライムライフテクノロジーズ(株)担当） 

         

 

＜生 年 月 日＞ １９６２年 １月 １３日 

 

＜出 身 地＞ 大 阪 府 

 

＜最 終 学 歴＞ １９８４年  ３月 明治大学 商学部 卒業 

 

＜職   歴＞ １９８４年  ４月 松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）へ入社 

        １９９８年  １月 フィリピン松下電器株式会社 出向 

        ２００５年  ６月 松下電器産業株式会社 経理グループ 事業チーム 参事 

        ２０１０年  ４月 パナソニック株式会社 オートモーティブシステムズ社 常務 経理グループ ＧＭ 

        ２０１２年 １０月 同 社 コーポレート戦略本部 経理事業管理グループ ＧＭ 

２０１７年  ４月 同 社 役員に就任 

経理・財務担当（兼）コーポレート戦略本部 経理事業管理部長、 

全社コストバスターズプロジェクト担当、ＢＰＲプロジェクト担当 

２０１７年  ５月 経理・財務担当、全社コストバスターズプロジェクト担当、ＢＰＲプロジェクト担当 

        ２０１７年  ６月 同 社 取締役 執行役員に就任 

                  ＣＦＯ、全社コストバスターズプロジェクト担当、ＢＰＲプロジェクト担当 

        ２０１８年  ４月 同 社 常務執行役員に就任 

                  パナソニック出資管理株式会社（現パナソニック出資管理合同会社）社長を兼務 

        ２０１９年  ９月 パナソニックホールディング オランダ有限会社 会長を兼務 

        ２０２１年  ４月 同 社 専務執行役員に就任 

                  施設管財担当を兼務 

        ２０２１年 １０月 同 社 取締役 専務執行役員 

グループ・チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(グループＣＦＯ)、 

グループコストバスターズプロジェクト担当、施設管財担当、 

パナソニック ホールディング オランダ(有) 会長、パナソニック出資管理合同会社 社長、 

プライムライフテクノロジーズ(株)担当 

 

＜所 有 株 数＞  ５３，５０４株 

 

                                  以 上 



２０２２年２月２４日 

４月１日付の新たなグループ体制と役員の人事等について 

パナソニック株式会社は２０２２年４月 1日から事業会社制へ移行し、それぞれの事業領域での競争力

を強化するべく現在の「パナソニック(株)」を持株会社とし、その傘下に７つの新事業会社と、専門的な機能

を担う新会社の体制に再編します。 

事業会社制へ移行後の体制について、指名・報酬諮問委員会での審議を経て、本日開催の当社取締役

会において、次のとおり２０２２年４月１日付パナソニック ホールディングス(株)および新事業会社の役員

等の人事が決定しましたのでお知らせします。 

また、６月２３日付パナソニック ホールディングス(株)取締役等の人事が内定しましたのでお知らせしま

す。なお、６月２３日付取締役等の人事については、正式には、６月２３日開催予定の定時株主総会および

取締役会において決定されます。 

記 

１． 新体制について 

＜現在のグループ体制＞ 

（添付資料）
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＜２０２２年４月１日付 グループ体制＞ 

 
 

 

２． パナソニック ホールディングス(株)執行役員の役位について 

執行役員の役位について、それぞれの役割に応じた簡明かつ理解しやすい役位構造とすることを狙い

として「社長執行役員」、特定領域における社長代行者と位置付ける「副社長執行役員」、特定機能の業

務執行責任者である「執行役員」という 3 つの役位に変更します。それに伴い、現行の専務執行役員およ

び常務執行役員の役位は廃止します。 

 

 

３． 執行役員の退任（３月３１日付） 

氏 名 現    担    当 

柴田 雅久 専務執行役員 オートモーティブ営業担当 

Laurence
ロ ー レ ン ス

 W. Bates
ベ イ ツ

 常務執行役員 グループ・ゼネラル・カウンセル(グループＧＣ) 

 

 

４． パナソニック ホールディングス(株)執行役員の新任（４月１日付） 

氏 名 現    担    当 

少德 彩子 オートモーティブ社 常務 ゼネラル・カウンセル(ＧＣ)、 

チーフ・リスクマネジメント・オフィサー(ＣＲＯ) (兼)リーガルセンター所長 

コーポレート戦略・技術部門 法務戦略担当 
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５． パナソニック ホールディングス(株)執行役員の業務担当（４月１日付） 
記載順は役位および氏名（姓）のアルファベット順                   

                                     （下線部：変更内容） 

氏 名 新 担 当 現 担 当 

楠見 雄規 社長執行役員 

グループ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー

(グループＣＥＯ)、 

グループ・チーフ・ストラテジー・オフィサー

(グループＣＳＯ) 

社長執行役員 

グループ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー

(グループＣＥＯ)、 

グループ・チーフ・ストラテジー・オフィサー

(グループＣＳＯ) 

本間 哲朗 副社長執行役員 

グループ中国・北東アジア総代表 

※パナソニック オペレーショナルエクセレンス(株) 

パナソニック オペレーショナルエクセレンス 

中国・北東アジア社 社長、 

パナソニックチャイナ(有) 会長 

副社長執行役員 

中国･北東アジア総代表 

オペレーショナルエクセレンス社 

パナソニック オペレーショナルエクセレンス 

中国・北東アジア社 社長、 

パナソニックチャイナ(有) 会長 

宮部 義幸 副社長執行役員 

東京代表、渉外担当、 

ソリューションパートナー担当 

専務執行役員 

東京代表、渉外担当、 

ソリューションパートナー担当 

佐藤 基嗣 副社長執行役員 

グループ・チーフ・リスクマネジメント・オフィサー

(グループＣＲＯ)、 

調達担当、物流担当、総括安全衛生責任者 

※パナソニック オペレーショナルエクセ

レンス(株) 代表取締役 社長執行役員 

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ)、

ＤＥＩ推進担当 

副社長執行役員 

グループ・チーフ・リスクマネジメント・オフィサー

(グループＣＲＯ)、 

調達担当、物流担当、総括安全衛生責任者 

オペレーショナルエクセレンス社 社長 

梅田 博和 副社長執行役員 

グループ・チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

(グループＣＦＯ)、 

グループムダバスターズプロジェクト担当、

施設管財担当、 

パナソニック ホールディング オランダ(有) 会長、

パナソニック出資管理合同会社 社長、

プライムライフテクノロジーズ(株)担当 

専務執行役員 

グループ・チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

(グループＣＦＯ)、 

グループコストバスターズプロジェクト担当、

施設管財担当、 

パナソニック ホールディング オランダ(有) 会長、

パナソニック出資管理合同会社 社長、

プライムライフテクノロジーズ(株)担当 

松岡 陽子 執行役員 

くらしソリューション事業本部長 

常務執行役員 

くらしソリューション事業本部長 
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氏 名 新 担 当 現 担 当 

三島 茂樹 執行役員 

グループ・チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー

(グループＣＨＲＯ)、 

総務・保信担当、 

ＣＳＲ・企業市民活動担当、ＤＥＩ推進担当、

建設業・安全管理担当 

※パナソニック オペレーショナルエクセ

レンス(株) 取締役 執行役員  

チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー

(ＣＨＲＯ)、 

総務担当、ＣＳＲ・企業市民活動担当 

執行役員 

グループ・チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー

(グループＣＨＲＯ)、 

総務・保信担当、 

ＣＳＲ・企業市民活動担当、ＤＥＩ推進担当 

オペレーショナルエクセレンス社 常務 

人事担当、総務担当、 

ＣＳＲ・企業市民活動担当 

森井 理博 執行役員 

ブランド戦略・コミュニケーション戦略担当 

※パナソニック オペレーショナルエクセ

レンス(株) 執行役員  

ブランド・コミュニケーション担当 

執行役員 

ブランド戦略担当 

オペレーショナルエクセレンス社 常務 

ブランド担当 

永易 正吏 執行役員 

プライムプラネットエナジー 

＆ソリューションズ(株)担当 

※パナソニック オートモーティブシステムズ(株) 

代表取締役 社長執行役員  

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ)、

ＤＥＩ推進担当 

常務執行役員 

プライムプラネットエナジー 

＆ソリューションズ(株)担当 

オートモーティブ社 社長  

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ)、

ＤＥＩ推進担当 

小川 立夫 執行役員 

グループ・チーフ・テクノロジー・オフィサー

(グループＣＴＯ)、 

薬事担当、 

コーポレートイノベーション・ベンチャー戦略担当 

執行役員 

グループ・チーフ・テクノロジー・オフィサー

(グループＣＴＯ)、 

薬事担当、 

コーポレートイノベーション・ベンチャー戦略担当 

少德 彩子 執行役員 

グループ・ゼネラル・カウンセル(グループＧＣ) 

 

オートモーティブ社 常務  

ゼネラル・カウンセル(ＧＣ)、 

チーフ・リスクマネジメント・オフィサー(ＣＲＯ) 

(兼)リーガルセンター所長 

コーポレート戦略・技術部門 法務戦略担当 

玉置 肇 執行役員 

グループ・チーフ・インフォメーション・ オフィサー

(グループＣＩＯ)、 

パナソニック インフォメーションシステムス(゙株) 

社長 

執行役員 

グループ・チーフ・インフォメーション・オフィサー

(グループＣＩＯ)、 

パナソニック インフォメーションシステムズ(株)

社長 
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氏 名 新 担 当 現 担 当 

臼井 重雄 執行役員 

デザイン担当 

※パナソニック(株) 執行役員  

カスタマーエクスペリエンス担当 

(兼)デザイン本部長 

 

執行役員 

デザイン担当 

くらし事業本部 ダイレクター  

カスタマーエクスペリエンス担当 

(兼)デザイン本部長 

※パナソニック ホールディングス(株)以外の事業会社における業務担当 
 

６． 執行役員から事業会社・分社・関係会社社長への就任（４月１日付）                

(下線部：変更内容) 

氏    名 新  担  当 現  担  当 

品田 正弘 パナソニック(株) 代表取締役 社長執行役員 

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ)、 

チーフ・カスタマーエクスペリエンス・オフィサー 

(ＣＣＸＯ)、 

ＦＦ市場対策担当、ＤＥＩ推進担当 

専務執行役員 

くらし事業本部長  

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ)、

チーフ・カスタマーエクスペリエンス・オフィサー  

(ＣＣＸＯ)、 

ＦＦ市場対策担当 

道浦 正治 パナソニック(株) 副社長執行役員 

建設業・安全管理責任者 

空質空調社 社長 マーケティング担当

(兼)グローバルマーケティング本部長、 

ＤＥＩ推進担当 

常務執行役員 

建設業・安全管理担当 

くらし事業本部 副本部長  

建設業・安全管理責任者 

空質空調社 社長 マーケティング担当

(兼)グローバルマーケティング本部長 

片山 栄一 パナソニック(株) 副社長執行役員  

コールドチェーンソリューションズ社 社長  

ＤＥＩ推進担当、 

コールドチェーン事業部長  

常務執行役員 

スポーツマネジメント事業担当 

くらし事業本部 副本部長 

コールドチェーンソリューションズ社 社長 

口 泰行 パナソニック コネクト(株)  

代表取締役 執行役員 社長  

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ) 

専務執行役員 

コネクティッドソリューションズ社 社長  

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ) 

坂本 真治 パナソニック インダストリー(株)  

代表取締役 社長執行役員 

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ)、

ＤＥＩ推進担当 

専務執行役員 

インダストリー社 社長  

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ) 

Manish
マ ニ ッ シ ュ

 Sharma
シ ャ ル マ

 パナソニック オペレーショナルエクセレンス(株) 

パナソニック オペレーショナルエクセレンス   

インド社 社長、 

パナソニック インド(株)会長＆社長 

パナソニック(株)  

パナソニック インドアプライアンスカンパニー 

社長 

執行役員 

パナソニック インド(株)会長＆社長 

オペレーショナルエクセレンス社  

パナソニック オペレーショナルエクセレンス 

インド社 社長 

くらし事業本部  

パナソニック インドアプライアンスカンパニー 

社長 
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７． パナソニック ホールディングス(株)取締役、監査役の退任（６月２３日付） 

役  位 氏    名 

代表取締役 口 泰行 

取締役 大田 弘子 

取締役 Laurence
ロ ー レ ン ス

 W. Bates
ベ イ ツ

 

 

役  位 氏    名 

監査役 佐藤 義雄 

監査役 木下 俊男 

 

 

８．パナソニック ホールディングス(株)取締役、監査役の新任（６月２３日付） 

役  位 氏    名 

取締役 宮部 義幸 

取締役 少德 彩子 

 

役  位 氏    名 

監査役 江藤 彰洋 

監査役 中村 明彦 

 

 

９．パナソニック ホールディングス(株)取締役・監査役一覧（６月２３日付）  
記載順は役位および氏名（姓）のアルファベット順 

役  位 氏    名 

取締役会長 津賀 一宏 

代表取締役 楠見 雄規 

代表取締役 本間 哲朗 

代表取締役 佐藤 基嗣 

代表取締役 梅田 博和  

取締役 松井 しのぶ 

取締役 野路 國夫 

取締役 田 道  

取締役 冨山 和彦 
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役  位 氏    名 

取締役 筒井 義信 

取締役 宮部 義幸 

取締役 少德 彩子 

常任監査役 富永 俊秀 

常任監査役 藤井 英治 

監査役 江藤 彰洋 

監査役 中村 明彦 

監査役 由布 節子 

 

 

１０．パナソニック ホールディングス(株)執行役員の業務担当（６月２３日付） 
記載順は役位および氏名（姓）のアルファベット順                   

                                           (下線部：変更内容) 

氏    名 新 担 当(６月２３日付) 現 担 当(４月１日付) 

楠見 雄規 社長執行役員 

グループ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー

(グループＣＥＯ)、 

グループ・チーフ・ストラテジー・オフィサー

(グループＣＳＯ) 

社長執行役員 

グループ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー

(グループＣＥＯ)、 

グループ・チーフ・ストラテジー・オフィサー

(グループＣＳＯ) 

本間 哲朗 副社長執行役員 

グループ中国・北東アジア総代表 

※パナソニック オペレーショナルエクセレンス(株) 

パナソニック オペレーショナルエクセレンス

中国・北東アジア社 社長、 

パナソニックチャイナ(有) 会長 

副社長執行役員 

グループ中国･北東アジア総代表 

※パナソニック オペレーショナルエクセレンス(株) 

パナソニック オペレーショナルエクセレンス

中国・北東アジア社 社長、 

パナソニックチャイナ(有) 会長 

宮部 義幸 副社長執行役員 

東京代表、渉外担当、 

ソリューションパートナー担当 

副社長執行役員 

東京代表、渉外担当、 

ソリューションパートナー担当 

佐藤 基嗣 副社長執行役員 

グループ・チーフ・リスクマネジメント・オフィサー

(グループＣＲＯ)、 

調達担当、物流担当、総括安全衛生責任者 

※パナソニック オペレーショナルエクセレンス(株) 

代表取締役 社長執行役員 

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ)、

ＤＥＩ推進担当 

副社長執行役員 

グループ・チーフ・リスクマネジメント・オフィサー

(グループＣＲＯ)、 

調達担当、物流担当、総括安全衛生責任者 

※パナソニック オペレーショナルエクセレンス(株) 

代表取締役 社長執行役員 

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ)、

ＤＥＩ推進担当 
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氏    名 新 担 当(６月２３日付) 現 担 当(４月１日付) 

梅田 博和 副社長執行役員 

グループ・チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

(グループＣＦＯ)、 

グループムダバスターズプロジェクト担当、

施設管財担当、 

パナソニック ホールディング オランダ(有) 会長、 

パナソニック出資管理合同会社 社長、 

プライムライフテクノロジーズ(株)担当 

副社長執行役員 

グループ・チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

(グループＣＦＯ)、 

グループムダバスターズプロジェクト担当、

施設管財担当、 

パナソニック ホールディング オランダ(有) 会長、 

パナソニック出資管理合同会社 社長、 

プライムライフテクノロジーズ(株)担当 

松岡 陽子 執行役員 

くらしソリューション事業本部長 

執行役員 

くらしソリューション事業本部長 

三島 茂樹 執行役員 

グループ・チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー

(グループＣＨＲＯ)、 

総務・保信担当、ＣＳＲ・企業市民活動担当、

ＤＥＩ推進担当 、建設業・安全管理担当 

※パナソニック オペレーショナルエクセレンス(株) 

取締役 執行役員  

チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー 

(ＣＨＲＯ)、 

総務担当、ＣＳＲ・企業市民活動担当 

執行役員 

グループ・チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー

(グループＣＨＲＯ)、 

総務・保信担当、ＣＳＲ・企業市民活動担当、

ＤＥＩ推進担当 、建設業・安全管理担当 

※パナソニック オペレーショナルエクセレンス(株) 

取締役 執行役員 

チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー 

(ＣＨＲＯ)、 

総務担当、ＣＳＲ・企業市民活動担当 

森井 理博 執行役員 

ブランド戦略・コミュニケーション戦略担当 

※パナソニック オペレーショナルエクセレンス(株) 

執行役員 ブランド・コミュニケーション担当 

執行役員 

ブランド戦略・コミュニケーション戦略担当 

※パナソニック オペレーショナルエクセレンス(株) 

執行役員 ブランド・コミュニケーション担当 

永易 正吏 執行役員 

プライムプラネットエナジー 

＆ソリューションズ(株)担当 

※パナソニック オートモーティブシステムズ(株) 

代表取締役 社長執行役員  

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ)、

ＤＥＩ推進担当 

執行役員 

プライムプラネットエナジー 

＆ソリューションズ(株)担当 

※パナソニック オートモーティブシステムズ(株) 

代表取締役 社長執行役員  

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ)、

ＤＥＩ推進担当 

小川 立夫 執行役員 

グループ・チーフ・テクノロジー・オフィサー

(グループＣＴＯ)、 

薬事担当、 

コーポレートイノベーション・ベンチャー戦略担当 

執行役員 

グループ・チーフ・テクノロジー・オフィサー

(グループＣＴＯ)、 

薬事担当、 

コーポレートイノベーション・ベンチャー戦略担当 

少德 彩子 執行役員 

グループ・ゼネラル・カウンセル(グループＧＣ) 

執行役員 

グループ・ゼネラル・カウンセル(グループＧＣ) 

玉置 肇 執行役員 

グループ・チーフ・インフォメーション・ オフィサー

(グループＣＩＯ) 、 

パナソニック インフォメーションシステムス(゙株) 

社長 

執行役員 

グループ・チーフ・インフォメーション・ オフィサー

(グループＣＩＯ) 、 

パナソニック インフォメーションシステムス(゙株) 

社長 
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氏    名 新 担 当(６月２３日付) 現 担 当(４月１日付) 

臼井 重雄 執行役員 

デザイン担当 

※パナソニック(株) 執行役員  

カスタマーエクスペリエンス担当 

(兼)デザイン本部長 

執行役員 

デザイン担当 

※パナソニック(株) 執行役員  

カスタマーエクスペリエンス担当 

(兼)デザイン本部長 
※パナソニック ホールディングス(株)以外の事業会社における業務担当 

 

１１．２０２２年４月１日付の事業会社体制および人事について 

                  

（１）パナソニック(株) (現、くらし事業本部) 
記載順は役位および氏名（姓）のアルファベット順 

●取締役・監査役一覧（４月１日付） 

役  位 氏    名 

代表取締役 品田 正弘 

代表取締役 中島 美憲 

取締役 春田 真 

取締役 Harold
ﾊ ﾛ ﾙ ﾄ ﾞ

 George
ｼ ﾞ ｮ ｰ ｼ ﾞ

 Meij
ﾒ ｲ

 

取締役 西川 久仁子 

取締役 楠見 雄規 

取締役 本間 哲朗 

取締役 梅田 博和 

取締役 加藤 直浩 

取締役 松本 道正 

取締役 堤 篤樹 

常勤監査役 中尾 類 

監査役 富永 俊秀 

監査役 藤井 英治 

監査役 和仁古 明 

 

●執行役員の業務担当（４月１日付）                               (下線部：変更内容) 

氏    名 新  担  当 現  担  当 

品田 正弘 社長執行役員 

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ)、

チーフ・カスタマーエクスペリエンス・オフィサー 

(ＣＣＸＯ)、 

ＦＦ市場対策担当、 

ＤＥＩ推進担当 

 

本部長 

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ)、

チーフ・カスタマーエクスペリエンス・オフィサー    

(ＣＣＸＯ)、 

ＦＦ市場対策担当 
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氏    名 新  担  当 現  担  当 

堂埜 茂 副社長執行役員 

くらしアプライアンス事業担当 

(兼)中国・北東アジア社 社長 

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ)、

チーフ・インフォメーション・オフィサー(ＣＩＯ)、

ＤＥＩ推進担当 

副本部長  

くらしアプライアンス事業担当 

(兼)中国・北東アジア社 社長   

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ)、

チーフ・インフォメーション・オフィサー(ＣＩＯ)  

伊東 大三 副社長執行役員 

海外担当 

 

副本部長  

海外担当 

エレクトリックワークス社 副社長 

海外担当(兼)海外事業本部長 

片山 栄一 副社長執行役員 

コールドチェーンソリューションズ社 社長  

ＤＥＩ推進担当、 

コールドチェーン事業部長 

副本部長 

コールドチェーンソリューションズ社 社長 

道浦 正治 副社長執行役員 

建設業・安全管理責任者 

空質空調社 社長 

マーケティング担当 

(兼)グローバルマーケティング本部長、 

ＤＥＩ推進担当 

副本部長  

建設業・安全管理責任者 

空質空調社 社長  

マーケティング担当 

(兼)グローバルマーケティング本部長 

中島 美憲 副社長執行役員 

チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(ＣＦＯ)、

総括安全衛生責任者 

副本部長  

チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(ＣＦＯ) 

大瀧 清 副社長執行役員 

品質担当 

エレクトリックワークス社 社長 

海外担当(兼)海外事業本部長、ＤＥＩ推進担当 

副本部長 

エレクトリックワークス社 社長 

松下 理一 常務執行役員 

くらしアプライアンス社 社長 

ＤＥＩ推進担当 

ダイレクター  

くらしアプライアンス社 社長 

稲継 哲章  執行役員 

エレクトリックワークス社 副社長 

マーケティング本部長 

空質空調社 常務 

エンジニアリング担当、 

パナソニック産機システムズ(株) 

代表取締役 社長執行役員 

コールドチェーンソリューションズ社 副社長 

加藤 直浩 執行役員 

チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー 

(ＣＨＲＯ) 

ダイレクター  

チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー 

(ＣＨＲＯ) 

松本 道正 執行役員 

チーフ・リーガル・オフィサー(ＣＬＯ)、 

リスクマネジメント担当、薬事担当 

ダイレクター  

チーフ・リーガル・オフィサー(ＣＬＯ) 
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氏    名 新  担  当 現  担  当 

宮地 晋治 執行役員 

コンシューマーマーケティングジャパン本部 

(兼)パナソニック コンシューマー 

マーケティング(株) 代表取締役社長 

コンシューマーマーケティングジャパン本部 

パナソニック コンシューマーマーケティング(株)    

代表取締役社長 

(兼)コンシューマーマーケティングジャパン本部 

副本部長 

重田 光俊 執行役員 

チーフ・グリーン・トランスフォーメーション 

・オフィサー(ＣＧＸＯ)  

エレクトリックワークス社 副社長 

エネルギー事業担当、 

エナジーシステム事業部長 

エレクトリックワークス社 副社長 

エナジーシステム事業部長、 

スマートエネルギーシステム事業部長 

堤 篤樹 執行役員 

チーフ・プロダクティビティ・オフィサー(ＣＰＯ) 

ダイレクター  

チーフ・プロダクティビティ・オフィサー(ＣＰＯ) 

臼井 重雄 執行役員 

カスタマーエクスペリエンス担当 

(兼)デザイン本部長 

ダイレクター  

カスタマーエクスペリエンス担当 

(兼)デザイン本部長 

吉田 博一 執行役員 

海外マーケティング本部長 

ダイレクター  

海外マーケティング本部長 

(兼)パナソニック アプライアンスヨーロッパ 

社長 

 

退任者 (3月 31日付 退職) 

氏    名 現  担  当 

河野 明 副本部長 コンシューマーマーケティングジャパン本部長 

 

 

① パナソニック(株) 中国・北東アジア社 

 

（経営会議メンバー）                                       (下線部：変更内容) 

氏    名 新  担  当 現    担    当 

堂埜 茂 社長 

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ)、

チーフ・インフォメーション・オフィサー(ＣＩＯ)、

ＤＥＩ推進担当 

社長  

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ)、

チーフ・インフォメーション・オフィサー(ＣＩＯ) 

渕上 英巳 副社長  

チーフ・テクノロジー・オフィサー(ＣＴＯ) 

副社長  

チーフ・テクノロジー・オフィサー(ＣＴＯ) 

呉
ウー

 亮
リャン

 副社長  

スマートライフ家電事業部長 

副社長  

スマートライフ家電事業部長 

横尾 定顕 副社長  

コールドチェーン(中国)事業部長 

副社長  

コールドチェーン(中国)事業部長 

木下 歩 常務  

住建空間事業部長 

常務  

住建空間事業部長 
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氏    名 新  担  当 現    担    当 

林
リ ン

  渊伝
ユェンユン

 常務  

台湾事業部長 

常務  

台湾事業部長 

中山 正春 常務  

チーフ・ストラテジー・オフィサー(ＣＳＯ)  

常務  

チーフ・ストラテジー・オフィサー(ＣＳＯ)  

西 暢彦 常務  

冷熱空調デバイス事業部長 

常務  

冷熱空調デバイス事業部長 

西 隆之 常務  

チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー 

(ＣＨＲＯ) 

常務  

チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー 

(ＣＨＲＯ) 

西本 重之 常務  

チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(ＣＦＯ) 

常務  

チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(ＣＦＯ) 

趙
ヂャオ

 炳弟 
ビ ン デ ィ

 
 

 常務  

事業開発担当、法務担当、 

戦略公関担当 

常務  

事業開発担当、リーガル・コンプライアンス担当、 

戦略公関担当 

（ 監査役員 ） 

常勤監査役員   澤田 卓真   張
ジャン

 凱
カ イ

 

監査役員      加藤 徳彦 

 

② パナソニック(株) くらしアプライアンス社 

 

（ 経営会議メンバー ）                                       (下線部：変更内容) 

氏    名 新  担  当 現    担    当 

松下 理一 社長  

ＤＥＩ推進担当 

 

社長 

 

林 眞一 副社長  

ビューティ・パーソナルケア事業部長、 

ハウジングアプライアンス事業担当、 

調達戦略担当 

副社長  

ビューティ・パーソナルケア事業部長、 

ハウジングアプライアンス事業担当、 

調達戦略担当 

宮下 充弘 副社長  

技術担当、 

くらしプロダクトイノベーション本部長 

副社長  

技術担当、 

くらしプロダクトイノベーション本部長 

藤本 勝 常務  

ランドリー・クリーナー事業部長 

常務  

ランドリー・クリーナー事業部長 

今村 佳世 常務  

ＤＸ・顧客接点革新本部長 

常務  

ＤＸ・顧客接点革新本部長 

太田 晃雄 常務  

キッチン空間事業部長 

(兼)冷蔵庫・食洗機ビジネスユニット長 

常務  

キッチン空間事業部長 

(兼)冷蔵庫・食洗機ビジネスユニット長 

捧 雅之 常務  

キッチン空間事業部  

調理機器ビジネスユニット長 

 

常務  

キッチン空間事業部  

調理機器ビジネスユニット長 
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氏    名 新  担  当 現    担    当 

高田 宏規 常務  

モノづくり担当、 

ビジネスプロセスイノベーション本部長 

常務  

モノづくり担当、 

ビジネスプロセスイノベーション本部長 

塔之岡 康雄 常務 

チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー 

(ＣＨＲＯ)、 

総務担当 

常務  

人事担当 

渡部 伸一 常務 

チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(ＣＦＯ)、

経営企画担当、法務担当 

常務  

経営企画担当、経理担当、法務担当 

（ 監査役員 ） 

常勤監査役員   岩城 裕之   清田 英孝   澤田 卓真 

監査役員      加藤 徳彦 

 

③ パナソニック(株) 空質空調社 

 

（ 経営会議メンバー ）                                       (下線部：変更内容) 

氏    名 新  担  当 現    担    当 

道浦 正治 社長  

マーケティング担当 

(兼)グローバルマーケティング本部長、 

ＤＥＩ推進担当 

 

社長  

マーケティング担当 

(兼)グローバルマーケティング本部長 

小笠原 卓 副社長  

空質空調融合事業・商品担当、品質担当、

環境担当、 

パナソニック エコシステムズ(株)  

代表取締役社長 

(兼)環境エンジニアリングビジネスユニット長 

副社長  

空質空調融合事業・商品担当、品質担当、

環境担当、 

パナソニック エコシステムズ(株)  

代表取締役社長 

(兼)環境エンジニアリングビジネスユニット長 

沢田 宜明 副社長  

ＳＣＭ担当、安全衛生担当、 

空調冷熱ソリューションズ事業部長 

副社長  

ＳＣＭ担当、安全衛生担当、 

空調冷熱ソリューションズ事業部長 

井之川 裕一 常務  

ＩＴ担当 

常務  

ＩＴ担当 

石原 力 常務  

経営企画担当(兼)企画本部長 

常務  

経営企画担当(兼)企画本部長 

村田 昌弘 常務  

チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(ＣＦＯ) 

常務  

経理担当 

岡 秀幸 常務  

技術担当 

常務  

技術担当 

上田 和彦 常務  

チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー 

(ＣＨＲＯ)、 

法務担当 

常務  

人事担当、法務担当 
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氏    名 新  担  当 現    担    当 

右近 貞治 常務  

エンジニアリング担当、 

パナソニック産機システムズ(株)  

代表取締役 社長執行役員 

くらし事業本部 副本部長 

エレクトリックワークス社 副社長 

マーケティング本部長、ＣＣ担当 

（ 監査役員 ） 

常勤監査役員   清田 英孝   松本 宜久  

監査役員      桂木 和幸 

 

④ パナソニック(株) コールドチェーンソリューションズ社 

 

（ 経営会議メンバー ）                                       (下線部：変更内容) 

氏    名 新  担  当 現    担    当 

片山 栄一 社長  

ＤＥＩ推進担当、 

コールドチェーン事業部長 

社長 

Tim
テ ィ ム

  Figge
フ ィ ギ ー

 副社長  

ハスマン(株) ＣＥＯ 

副社長  

ハスマン(株) ＣＥＯ 

川野 敬和 副社長  

チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(ＣＦＯ)、

経営企画・法務・ＩＴ担当 

副社長  

経営企画・経理・法務・ＩＴ担当 

冨永 弘幸 副社長  

技術担当、新規事業担当 

副社長  

コールドチェーン事業部長 

横尾 定顕 副社長  

※本務：パナソニック(株) 

中国・北東アジア社 副社長 

コールドチェーン(中国)事業部長 

副社長 

※本務：くらし事業本部  

中国・北東アジア社 副社長 

コールドチェーン(中国)事業部長 

岡部 益也 常務  

チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー 

(ＣＨＲＯ) 

常務  

人事担当 

土屋 康之 常務  

営業担当、 

コールドチェーン事業部 事業部次長、 

パナソニック産機システムズ(株)  

代表取締役 副社長執行役員  

コールドチェーン事業本部長 

パナソニック産機システムズ(株) 

取締役 専務執行役員 

コールドチェーン事業本部長 

加荘 正昭 ＩＴ担当 ＩＴ担当 

小松 茂晴 経営企画担当 経営企画担当 

（ 監査役員 ） 

常勤監査役員   小和田 康雄   中尾 類 

監査役員      加藤 徳彦 
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⑤ パナソニック(株) エレクトリックワークス社 

 

（ 経営会議メンバー ）                                       (下線部：変更内容) 

氏    名 新  担  当 現    担    当 

大瀧 清 社長  

海外担当(兼)海外事業本部長、 

ＤＥＩ推進担当 

社長 

稲継 哲章 副社長  

マーケティング本部長 

くらし事業本部  

空質空調社 常務  

エンジニアリング担当、 

パナソニック産機システムズ(株)  

代表取締役 社長執行役員 

コールドチェーンソリューションズ社 副社長 

丸山 英治 副社長  

製造担当、品質・環境推進担当、ＳＣＭ担当  

副社長  

製造担当、品質・環境推進担当、ＳＣＭ担当  

重田 光俊 副社長  

エネルギー事業担当、 

エナジーシステム事業部長 

副社長  

エナジーシステム事業部長、 

スマートエネルギーシステム事業部長 

藤谷 達 常務  

チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(ＣＦＯ)、

法務担当 

常務  

経理担当、法務担当 

井之川 裕一 常務  

デジタルプラットフォーム担当、ＩＴ担当 

常務  

デジタルプラットフォーム担当、ＩＴ担当 

磯田 雅章 常務  

技術担当(兼)ソリューション開発本部長、 

デザイン担当、知的財産担当 

常務  

技術担当(兼)ソリューション開発本部長、 

デザイン担当、知的財産担当 

神野 徹 常務  

チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー 

(ＣＨＲＯ)、 

施設担当 

常務  

人事担当、施設担当 

加藤 達也 常務  

経営企画担当、ＣＣ担当、情報渉外担当 

常務  

経営企画担当、情報渉外担当 

島岡 国康 常務  

ライティング事業部長 

常務  

ライティング事業部長 

（ 監査役員 ） 

常勤監査役員   久保 雅男   港 明博 

監査役員      桂木 和幸 
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（２）パナソニック オートモーティブシステムズ(株) (現、オートモーティブ社) 
記載順は役位および氏名（姓）のアルファベット順 

 

●取締役・監査役一覧（４月１日付） 

役  位 氏    名 

代表取締役 永易 正吏 

代表取締役 田村 憲司 

取締役 楠見 雄規 

取締役 梅田 博和 

取締役 樋之口 雅夫 

取締役 水山 正重 

取締役 隅田 和代 

常勤監査役 荒田 均 

常勤監査役 名倉 誠 

監査役 内田 高 

 

●執行役員の業務担当（４月１日付）                             (下線部：変更内容) 

氏    名 新  担  当 現  担  当 

永易 正吏 社長執行役員  

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ)、

ＤＥＩ推進担当 

社長  

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ)、

ＤＥＩ推進担当 

田村 憲司 上席副社長執行役員  

オペレーション強化担当、調達担当 

上席副社長  

インフォテインメントシステムズ事業部長 

水山 正重 副社長執行役員  

チーフ・テクノロジー・オフィサー(ＣＴＯ)、 

新事業推進担当、 

車室空間ソリューション担当、 

サイバーセキュリティ担当、知的財産担当 

常務  

チーフ・テクノロジー・オフィサー(ＣＴＯ) 

(兼)開発本部長、 

知的財産担当 

樋之口 雅夫 執行役員  

チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(ＣＦＯ) 

常務  

チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(ＣＦＯ) 

久田 元史 執行役員  

ＨＭＩシステムズ事業部長 

常務  

ＨＭＩシステムズ事業部長、 

車室空間ソリューション担当 

茨木 晋 執行役員  

開発本部長 

インフォテインメントシステムズ事業部 

コネクテッドＤＡビジネスユニット長 

Scott
ス コ ッ ト

  Kirchner
カ ー チ ナ ー

 執行役員  

パナソニックオートモーティブシステムズ 

アメリカ社 社長 

常務  

パナソニックオートモーティブシステムズ 

アメリカ社 社長 
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氏    名 新  担  当 現  担  当 

南尾 匡紀 執行役員  

製造担当、物流担当、品質担当、 

カーボンニュートラル推進担当、 

総括安全衛生責任者 

常務  

製造担当、物流担当、調達担当、 

品質担当 

大橋 智加 執行役員  

チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー 

(ＣＨＲＯ)、 

総務担当 

常務  

チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー 

(ＣＨＲＯ)、 

総務担当 

佐々木 圭太 執行役員 

チーフ・リーガル・オフィサー(ＣＬＯ)、 

チーフ・リスクマネジメント・オフィサー(ＣＲＯ) 

コネクティッドソリューションズ社 常務 

ゼネラル・カウンセル(ＧＣ) 

(兼)リーガル＆コンプライアンスセンター所長、

リスクマネジメント担当 

隅田 和代 執行役員  

チーフ・ストラテジー・オフィサー(ＣＳＯ)、 

チーフ・インフォメーション・オフィサー(ＣＩＯ)、

ブランド戦略担当 

常務  

チーフ・ストラテジー・オフィサー(ＣＳＯ)、 

チーフ・インフォメーション・オフィサー(ＣＩＯ) 

田辺 孝由樹 執行役員  

インフォテインメントシステムズ事業部長 

インフォテインメントシステムズ事業部 

事業部次長  

徳田 善則 執行役員  

車載システムズ事業部長 

常務  

車載システムズ事業部長 

山口 智昭 執行役員  

営業本部長 

常務  

営業本部長 

 

（３）パナソニック エンターテインメント＆コミュニケーション(株)  

(現、エンターテインメント＆コミュニケーション事業部) 
記載順は役位および氏名（姓）のアルファベット順 

 

●取締役・監査役一覧（４月１日付） 

役  位 氏    名 

代表取締役 豊嶋 明 

代表取締役 井原 敏明 

取締役 楠見 雄規 

取締役 本間 哲朗 

取締役 梅田 博和 

取締役 中馬 逸朗 

常勤監査役 岩城 裕之 

監査役 加藤 徳彦 
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●執行役員の業務担当（４月１日付）                              (下線部：変更内容) 

氏    名 新  担  当 現    担    当 

豊嶋 明 社長執行役員  

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ)、

ＤＥＩ推進担当 

事業部長 

阿南 康成 副社長執行役員  

ビジュアル・サウンドビジネスユニット長 

事業部次長  

ビジュアル・サウンドビジネスユニット長 

坂田 徹 副社長執行役員  

スマートコミュニケーションビジネスユニット長 

事業部次長  

スマートコミュニケーションビジネスユニット長 

山根 洋介 副社長執行役員  

イメージングビジネスユニット長 

事業部次長  

イメージングビジネスユニット長 

中馬 逸朗 常務執行役員  

チーフ・ストラテジー・オフィサー(ＣＳＯ) 

(兼)戦略企画部長、 

チーフ・インフォメーション・オフィサー(ＣＩＯ) 

ダイレクター  

経営企画担当(兼)戦略企画部長 

井原 敏明 常務執行役員  

チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(ＣＦＯ) 

(兼)経理部長 

ダイレクター  

経理担当(兼)経理部長 

小笠原 和弘 常務執行役員  

チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー 

(ＣＨＲＯ) 

(兼)人事総務部長 

ダイレクター  

人事担当(兼)人事総務部長 

坂本 信 執行役員  

チーフ・リーガル・オフィサー(ＣＬＯ) 

(兼)法務部長 

ダイレクター  

法務担当(兼)法務部長 

 

（４）パナソニック ハウジングソリューションズ(株) (現、ハウジングシステム事業部) 
記載順は役位および氏名（姓）のアルファベット順 

 

●取締役・監査役一覧（４月１日付） 

役  位 氏    名 

代表取締役 山田 昌司 

代表取締役 西尾 匡史 

取締役 楠見 雄規 

取締役 本間 哲朗 

取締役 梅田 博和 

取締役 河内 二郎 

取締役 鈴木 智秀 

常勤監査役 倉本 知典 

監査役 桂木 和幸 
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役  位 氏    名 

監査役 久保 雅男 

 

●執行役員の業務担当（４月１日付）                             (下線部：変更内容) 

氏    名 新  担  当 現  担  当 

山田 昌司 社長執行役員  

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ)、

ＤＥＩ推進担当 

事業部長 

(兼)イノベーション本部長 

小早川 益律 副社長執行役員  

生産革新担当、品質・環境担当、 

ＳＣＭ担当、 

外廻りシステム事業部長 

事業部次長  

生産革新担当 

西尾 匡史 副社長執行役員  

マーケティング担当、ＣＳ担当 

事業部次長  

営業担当 

足立 真治 常務執行役員  

チーフ・インフォメーション・オフィサー(ＣＩＯ)、

デザイン担当(兼)イノベーション本部長 

ダイレクター  

チーフ・インフォメーション・オフィサー(ＣＩＯ)、

イノベーション本部 副本部長 

藤川 昭郎 常務執行役員  

チーフ・ストラテジー・オフィサー(ＣＳＯ) 

経営企画室 総括主幹 

河内 二郎 常務執行役員  

チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(ＣＦＯ)、

法務担当、リスクマネジメント担当 

ダイレクター  

チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(ＣＦＯ)、

法務担当 

松下 芳朗 常務執行役員  

水廻りシステム事業部長 

ダイレクター  

水廻りシステムビジネスユニット長 

鈴木 智秀 常務執行役員  

チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー 

(ＣＨＲＯ)、 

総務担当、建設業安全管理担当 

ダイレクター  

チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー 

(ＣＨＲＯ) 

辰巳 丈治 常務執行役員  

建築システム事業部長 

ダイレクター  

建築システムビジネスユニット長 

石川 公一郎 執行役員  

エンジニアリング事業担当 

建設事業企画部長 

伊藤 茂幸 執行役員  

東日本営業統括(兼)首都圏支社長 

ダイレクター  

首都圏住建営業部長 

前澤 正己 執行役員  

チーフ・テクノロジー・オフィサー(ＣＴＯ)、 

チーフ・マニュファクチャリング・オフィサー

(ＣＭＯ) 

ダイレクター  

チーフ・テクノロジー・オフィサー(ＣＴＯ)、 

チーフ・マニュファクチャリング・オフィサー

(ＣＭＯ)  

竹村 健司 執行役員  

パナソニック リビンクﾞ(株) 社長 

特需開発統括部長 

鶴原 栄一 執行役員  

西日本営業統括(兼)近畿支社長 

ダイレクター  

近畿住建営業部長 
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（５）パナソニック コネクト(株) (現、コネクティッドソリューションズ社) 
記載順は役位および氏名（姓）のアルファベット順 

 

●取締役・監査役一覧（４月１日付） 

役  位 氏    名 

代表取締役 口 泰行 

代表取締役 片倉 達夫 

取締役 小林 柚香里 

取締役 志済 聡子 

取締役 東海林 一 

取締役 楠見 雄規 

取締役 梅田 博和 

取締役 原田 秀昭 

取締役 西川 岳志 

常勤監査役 木村 裕二 

常勤監査役 安岡 広和 

監査役 中島 剛一 

 

●執行役員の業務担当（４月１日付）                              (下線部：変更内容) 

氏    名 新  担  当 現  担  当 

口 泰行 執行役員 社長  

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ) 

社長  

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ) 

 

原田 秀昭 執行役員 上席副社長  

チーフ・ストラテジー・オフィサー(ＣＳＯ)、 

ストレージ事業担当、ｉ－ＰＲＯ(株)担当 

上席副社長  

チーフ・ストラテジー・オフィサー(ＣＳＯ)、 

ストレージ事業担当、 

パナソニックｉ－ＰＲＯ 

センシングソリューションズ(株)担当 

片倉 達夫 執行役員 上席副社長  

グローバルソリューション担当、 

現場ソリューションカンパニー 

カンパニー社長、 

建設業･安全管理担当 

上席副社長  

グローバルソリューション担当、 

現場プロセス本部長、 

パナソニック システムソリューションズ 

ジャパン(株) 代表取締役社長、 

Ｂｌｕｅ Ｙｏｎｄｅｒ Ｊａｐａｎ協業推進担当、 

建設業・安全管理部担当 

 

Kenneth
ケ ネ ス

 

William
ウ ィ リ ア ム

 Sain
セ ー ン

 

執行役員 副社長  

パナソニック アビオニクス(株) 社長、 

アビオビジネスユニット担当 

 

パナソニック アビオニクス(株) 社長 
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氏    名 新  担  当 現  担  当 

坂元 寛明 執行役員 副社長  

モバイルソリューションズ事業部長、 

ゼテス・インダストリーズ(株)担当 

副社長  

モバイルソリューションズ事業部長、 

パナソニック  

モバイルコミュニケーションズ(株)担当、

ゼテス・インダストリーズ(株)担当 

秋山 昭博 執行役員 専務  

プロセスオートメーション事業部長 

常務  

プロセスオートメーション事業部長 

(兼)パナソニック スマートファクトリー 

ソリューションズ(株) 社長 

Faisal
フ ァ イサル

   Pandit
パンデ ィッ ト

 執行役員 専務  

北米現場ソリューション総括担当 

(兼)パナソニックコネクトノースアメリカ社 社長 

パナソニック システムソリューションズ 

ノースアメリカ社 社長 

西川 岳志 執行役員 常務  

チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(ＣＦＯ) 

(兼)経理・財務本部長、 

ＤＥＩ推進担当 

常務  

チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(ＣＦＯ) 

(兼)経理センター所長、 

ＤＥＩ推進担当 

西馬 裕幸 執行役員 常務  

欧州現場ソリューション総括担当 

(兼)パナソニック コネクト ヨーロッハﾟ(有) 

社長 

常務  

欧州ソリューション総括担当 

(兼)パナソニック コネクト ヨーロッパ(有) 

社長 

奥村 康彦 執行役員 常務  

メディアエンターテインメント事業部長 

パナソニック  

システムソリューションズジャパン(株) 

代表取締役副社長 執行役員副社長 

パブリックシステム事業本部長 

榊原 彰 執行役員 常務  

チーフ・テクノロジー・オフィサー(ＣＴＯ) 

(兼)技術研究開発本部長、 

知財担当 

常務  

チーフ・テクノロジー・オフィサー(ＣＴＯ) 

(兼)イノベーションセンター所長、 

知財担当 

新家 伸浩 執行役員 常務  

チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー 

(ＣＨＲＯ) 

                (兼)人事総務本部長、 

最高健康責任者 

常務  

チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー 

(ＣＨＲＯ) 

(兼)人事センター所長(兼)人事戦略室長、 

総務担当 

玉田 豊 執行役員 常務  

チーフ・リーガル・オフィサー(ＣＬＯ) 

(兼)法務コンプライアンス本部長、 

リスクマネジメント担当 (4/1付入社) 

－ 

山口 有希子 執行役員 常務  

チーフ・マーケティング・オフィサー(ＣＭＯ) 

(兼)マーケティング本部長、 

デザイン担当、 

ＤＥＩ推進担当 

(兼)カルチャー＆マインド推進室長 

常務  

チーフ・マーケティング・オフィサー(ＣＭＯ) 

(兼)エンタープライズマーケティング本部長、

デザイン担当、 

ＤＥＩ推進担当 

(兼)カルチャー＆マインド推進室長 
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氏    名 新  担  当 現  担  当 

山中 雅恵 執行役員 常務  

現場ソリューションカンパニー 

カンパニー副社長、 

Ｂｌｕｅ Ｙｏｎｄｅｒ Ｊａｐａｎ協業推進担当 

常務  

現場プロセス本部 副本部長 

(兼)パナソニック システムソリューションズ  

ジャパン(株) 

取締役 執行役員副社長 

結城 修 執行役員 常務  

製造・調達・ロジスティクス担当 

(兼)モノづくりイノベーション本部長 

常務  

製造・調達・ロジスティクス・ 

品質・環境・ＣＳ担当 

(兼)モノづくりイノベーションセンター所長、

アグリプロジェクト推進室担当 

河野 昭彦 執行役員   

チーフ・インフォメーション・オフィサー(ＣＩＯ) 

(兼)ＩＴ・デジタル推進本部長 

Ｄｅｐｕｔｙ ＣＩＯ 

ＩＴ革新推進部長 

(兼)パナソニック システムソリューションズ  

ジャパン(株) 

執行役員 情報企画担当 

山本 清高 執行役員  

品質・環境・ＣＳ担当 

(兼)ビジネスコミュニケーション事業担当 

ビジネスコミュニケーションＢＵ長 

 

（６）パナソニック インダストリー(株) (現、インダストリー社) 
記載順は役位および氏名（姓）のアルファベット順 

 

●取締役・監査役一覧（４月１日付） 

役  位 氏    名 

代表取締役 坂本 真治 

代表取締役 佐藤 高治 

取締役 楠見 雄規 

取締役 本間 哲朗 

取締役 梅田 博和 

取締役 北折 良 

取締役 中屋 聡 

常勤監査役 大木 和英 

常勤監査役 田中 博之 

監査役 水野 貴文 

 

●執行役員の業務担当（４月１日付）                              (下線部：変更内容) 

氏    名 新  担  当 現  担  当 

坂本 真治 社長執行役員  

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ)、

ＤＥＩ推進担当 

社長  

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ) 
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氏    名 新  担  当 現  担  当 

奥田 茂雄 副社長執行役員  

品質担当、製造担当、調達担当 

副社長  

品質担当、製造担当、調達担当 

寺岡 義隆 副社長執行役員  

営業担当(兼)営業本部長 

副社長  

営業担当(兼)営業本部長 

帆足 英次 常務執行役員  

チーフ・インフォメーション・オフィサー(ＣＩＯ)、

チーフ・デジタル・オフィサー(ＣＤＯ) 

常務  

チーフ・インフォメーション・オフィサー(ＣＩＯ)、

チーフ・デジタル・オフィサー(ＣＤＯ) 

池田 剛昭 常務執行役員  

産業デバイス事業部長 

常務  

産業デバイス事業部長 

北折 良 常務執行役員  

チーフ・ストラテジー・オフィサー(ＣＳＯ)、 

ブランド・コミュニケーション戦略担当、 

物流担当 

常務  

チーフ・ストラテジー・オフィサー(ＣＳＯ)、 

物流担当 

北谷 広子 常務執行役員  

チーフ・リーガル・オフィサー(ＣＬＯ)、 

リスクマネジメント担当 

常務  

法務担当、リスクマネジメント担当 

宮田 靖孝 常務執行役員  

電子材料事業部長 

常務  

電子材料事業部長 

中屋 聡 常務執行役員  

チーフ・テクノロジー・オフィサー(ＣＴＯ) 

(兼)技術本部長、 

知的財産担当 

常務  

チーフ・テクノロジー・オフィサー(ＣＴＯ) 

(兼)技術本部長、 

知的財産担当 

西浦 泰郎 常務執行役員  

デバイスソリューション事業部長 

常務  

デバイスソリューション事業部長 

小澤 正人 常務執行役員  

メカトロニクス事業部長 

常務  

メカトロニクス事業部長 

佐藤 高治 常務執行役員  

チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(ＣＦＯ) 

常務  

チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(ＣＦＯ) 

梅村 俊哉 常務執行役員  

チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー 

(ＣＨＲＯ)、 

総務担当 

常務  

チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー 

(ＣＨＲＯ)、 

総務担当 

殷
イ ン

 志明
ジ ミ ン

   常務執行役員  

パナソニック インダストリー中国(有)担当 

常務  

パナソニック インダストリー中国(有)担当 

 

退任者 (3月 31日付 退職) 
氏    名 現  担  当 

佐藤 敦司 副社長 事業戦略担当 
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（７）パナソニック エナジー(株) (現、エナジー社) 
記載順は役位および氏名（姓）のアルファベット順 

 

●取締役・監査役一覧（４月１日付） 

役  位 氏    名 

代表取締役 只信  一生 

代表取締役 高本 泰明 

取締役 楠見 雄規 

取締役 本間 哲朗 

取締役 梅田 博和 

取締役 溝口 正晃 

取締役 田中 邦生 

常勤監査役 藤原 憲之 

常勤監査役 田中 博之 

監査役 水野 貴文 

 

●執行役員の業務担当（４月１日付）                              (下線部：変更内容) 

氏    名 新  担  当 現  担  当 

只信 一生 社長執行役員  

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ)、

ＤＥＩ推進担当 

社長  

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ) 

高本 泰明 副社長執行役員  

モビリティエナジー事業部長 

副社長  

モビリティエナジー事業部長 

渡邊 庄一郎 副社長執行役員  

チーフ・テクノロジー・オフィサー(ＣＴＯ)、 

知的財産担当、製造担当、品質担当、 

調達担当 

副社長  

チーフ・テクノロジー・オフィサー(ＣＴＯ)、 

知的財産担当、製造担当、品質担当、 

調達担当 

福留 一孝 常務執行役員  

営業担当(兼)営業本部長 

常務  

営業担当(兼)営業本部長 

三木 勝 常務執行役員  

チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー 

(ＣＨＲＯ)、 

総務担当 

常務  

チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー 

(ＣＨＲＯ)、 

総務担当 

溝口 正晃 常務執行役員  

チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(ＣＦＯ) 

 

常務  

チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(ＣＦＯ) 

長野 修 常務執行役員  

チーフ・インフォメーション・オフィサー(ＣＩＯ) 

常務  

チーフ・インフォメーション・オフィサー(ＣＩＯ) 
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氏    名 新  担  当 現  担  当 

奥長 秀介 常務執行役員  

エナジーデバイス事業部長 

常務  

エナジーデバイス事業部長 

田中 邦生 常務執行役員  

チーフ・ストラテジー・オフィサー(ＣＳＯ)、

物流担当、法務担当、リスクマネジメント担当、

ブランド戦略担当 

常務  

チーフ・ストラテジー・オフィサー(ＣＳＯ)、

物流担当、法務担当、リスクマネジメント担当 

山際 勇 常務執行役員  

エナジーソリューション事業部長 

常務  

エナジーソリューション事業部長 

 

（８）パナソニック オペレーショナルエクセレンス(株) (現、オペレーショナルエクセレンス社) 
記載順は役位および氏名（姓）のアルファベット順 

 

●取締役・監査役一覧（４月１日付） 

役  位 氏    名 

代表取締役 佐藤 基嗣 

代表取締役 笹埜 智彦 

取締役 三島 茂樹 

取締役 小川 立夫 

取締役 少德 彩子 

取締役 梅田 博和 

取締役 阿部 克已 

監査役 富永 俊秀 

監査役 藤井 英治 

監査役 岸本 高幸 

 

●執行役員の業務担当（４月１日付）                              (下線部：変更内容) 

氏    名 新  担  当 現  担  当 

佐藤 基嗣 社長執行役員  

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ)、

ＤＥＩ推進担当 

 

社長 

笹埜 智彦 副社長執行役員  

チーフ・ストラテジー・オフィサー(ＣＳＯ) 

(兼)経営戦略本部長 

 

副社長  

経営戦略担当(兼)経営戦略本部長 

 

 

 

 

  



 －26－ 

氏    名 新  担  当 現  担  当 

阿部 克已 執行役員  

チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(ＣＦＯ) 

(兼)経理・財務センター所長、 

監査部担当、内部統制推進室担当、 

グループ ムダバスターズプロジェクト担当、 

トラベルマネジメント室担当、 

三洋電機法人管理部担当 

常務  

経理担当(兼)経理・財務センター所長 

安藤 健太郎 執行役員  

物流担当(兼)物流本部長 

常務  

物流担当(兼)物流本部長 

藤原 哲哉 執行役員  

渉外担当(兼)渉外本部長、 

ビジネスソリューション本部担当、 

統合型リゾート(ＩＲ)事業推進本部担当 

常務  

渉外担当(兼)渉外本部長 

加藤 知之 執行役員  

施設担当(兼)グループ不動産統括部長 

常務  

施設担当(兼)グループ不動産統括部長 

三島 茂樹 執行役員  

チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー 

(ＣＨＲＯ)、 

総務担当、ＣＳＲ・企業市民活動担当 

常務  

人事担当、総務担当、 

ＣＳＲ・企業市民活動担当 

三好 満 執行役員  

調達担当(兼)グローバル調達本部長 

常務  

調達担当(兼)グローバル調達本部長 

森井 理博 執行役員  

ブランド・コミュニケーション担当 

常務  

ブランド担当 

森本 晃充 執行役員  

経営革新推進担当、海外担当 

常務  

経営監査担当、海外担当 

小原 英夫 執行役員  

技術・モノづくり担当 

常務  

技術・モノづくり担当 

佐々木 英靖 執行役員  

チーフ・リーガル・オフィサー(ＣＬＯ) 

常務  

法務担当 

德田 佳昭 執行役員  

知的財産担当 

常務  

知的財産担当 

豊田 彰朗 執行役員  

情報システム担当(兼)情報システム本部長 

コーポレート戦略・技術部門 

情報戦略部 主幹 

オペレーショナルエクセレンス社 

情報システム本部 ソリューション企画部長 

上原 宏敏 執行役員  

品質・環境担当(兼)品質・環境本部長、 

ＣＳ担当 

常務  

品質・環境担当(兼)品質・環境本部長 

 

退任者 (3月 31日付 退職) 

氏    名 現  担  当 

中川 隆広 常務 情報システム担当(兼)情報システム本部長 
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１２．２０２２年４月１日付のパナソニック スポーツ(株)体制および人事について 
記載順は役位および氏名（姓）のアルファベット順 

 

●取締役・監査役一覧（４月１日付） 

役  位 氏    名 

代表取締役 久保田 剛 

取締役 楠見 雄規 

取締役 小野 忠史 

監査役 中島 剛一 

 

●執行役員の業務担当（４月１日付）                          (下線部：変更内容) 

氏    名 新  担  当 現  担  当 

久保田 剛 社長執行役員 

チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(ＣＥＯ) 

スポーツマネジメント推進室長 

笹木 秀一 副社長執行役員 

ガンバ大阪担当、ビジネス開発担当 

オペレーショナルエクセレンス社 

ビジネスソリューション本部 

オリンピック・パラリンピック推進部長 

スポーツマネジメント推進室 

ビジネス開発部長 

河原 将典 専務執行役員 

チーフ・ストラテジー・オフィサー(ＣＳＯ) 

スポーツマネジメント推進室 管理部長 

古井 義彦 執行役員 

チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(ＣＦＯ) 

スポーツマネジメント推進室 

経理担当 主幹 

加藤 亮 執行役員 

チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー 

(ＣＨＲＯ) 

スポーツマネジメント推進室 

人事担当 主幹 

 

 

１３．パナソニック ホールディングス(株)および事業会社における組織変更等（４月１日付） 

 

（１）パナソニック ホールディングス(株)における組織 

①「全社戦略グループ」の名称変更 

（趣旨・内容） 

  当社グループにおける経営戦略企画の担当部門であることをより明確にすることを目的として、 

「全社戦略グループ」を「経営企画グループ」へ名称変更する。 

 

②「オペレーション戦略部」新設について 

（趣旨・内容） 

  現場オペレーション改革の加速・強化および有事の際にはそのスキルを復旧支援に活用し、 

社会へのお役立ちを果たすことを狙いとして、「オペレーション戦略部」を新設する。 
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＜体制図＞ 

 
 

 

＜任 命＞                                                          (下線部：変更内容) 

氏    名 新  担  当 現  担  当 

井上 喜文 経営企画グループ長 コーポレート戦略・技術部門 

全社戦略グループ長 

南尾 匡紀 オペレーション戦略部長 

パナソニック オートモーティブシステムズ(株) 

執行役員  

製造担当、物流担当、品質担当、 

カーボンニュートラル推進担当、 

総括安全衛生責任者 

オートモーティブ社 常務 

製造担当、物流担当、調達担当、品質担当 

 

（２）パナソニック(株) パナソニック アプライアンスヨーロッパの組織変更等 

（趣旨・内容） 

 家電全般の販売を扱う「パナソニック アプライアンスヨーロッパ」を発展的に解消し、空質空調商品を扱う

「パナソニック空質空調ヨーロッパ」と、その他の家電商品を扱う「パナソニックコンシューマーヨーロッパ」に

再編する。欧州における家電事業においても、専鋭化を通した競争力強化を実現すべく、事業領域ごとの

自立経営を前提とし、販売プラットフォームを強化する。 

 

＜任   命＞                                                       (下線部：変更内容) 

氏    名 新  担  当 現  担  当 

片山 英樹 パナソニックコンシューマーヨーロッパ 社長 パナソニック アプライアンスヨーロッパ 副社長 
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１４．人事異動（４月１日付）                                    (下線部：変更内容) 

氏    名 新  担  当 現  担  当 

豊田 彰朗 パナソニック ホールディングス(株)  

情報戦略部長 

パナソニック オペレーショナルエクセレンス(株) 

執行役員  

情報システム担当(兼)情報システム本部長 

コーポレート戦略・技術部門 

情報戦略部 主幹 

オペレーショナルエクセレンス社  

情報システム本部 ソリューション企画部長 

中嶋 慎一郎 パナソニック(株) エレクトリックワークス社 

スマートエネルギーシステム事業部長 

(兼)エナジーシステム事業部 

システム機器ビジネスユニット 

エネルギーシステムＳＢＵ長 

くらし事業本部 エレクトリックワークス社 

エナジーシステム事業部 

システム機器ビジネスユニット 

エネルギーシステムＳＢＵ長 

松川 武志 パナソニック ハウジングソリューションズ(株) 

建築システム事業部 事業部次長、 

パナソニック アーキスケルトンデザイン(株) 

社長 

ハウジングシステム事業部  

ダイレクター  

チーフ・ストラテジー・オフィサー(ＣＳＯ) 

貴志 俊法 パナソニック コネクト(株)  

人材組織トランスフォーメーション担当 

上席主幹 

コネクティッドソリューションズ社 副社長  

メディアエンターテインメント事業部長、 

中国華録・パナソニック 

ＡＶＣネットワークス(有)担当、 

ビジネスコミュニケーション事業担当 

馬場 英俊 パナソニック オペレーショナルエクセレンス(株) 

監査部長 

パナソニック ホールディングス(株)  

内部監査担当 上席主幹 

オペレーショナルエクセレンス社 

監査部長 

杉島 淳 パナソニック オペレーショナルエクセレンス(株) 

パナソニック オペレーショナルエクセレンス   

アジアパシフィック社 社長 

パナソニック アジアパシフィック(株) 社長 

オペレーショナルエクセレンス社 

パナソニック オペレーショナルエクセレンス 

アジアパシフィック社 

経営企画担当 

※DEI;Diversity, Equity & Inclusion の略称 

 

以 上 


