
2021 年 6月 16日 

 

 三菱マヒンドラ農機ニュース     三菱マヒンドラ農機株式会社                             

島根県松江市東出雲町揖屋 667-1 

問い合わせ先：人事総務部長 行岡正恭 

電話(0852)52-2111 FAX(0852)52-5877 
 

 

三菱マヒンドラ農機（社長 齋藤 徹）は、役員体制を次のとおり予定していますのでお知らせ致します。

取締役、監査役の選任については 6月 28 日の定時株主総会にて承認後就任予定となります。 

また、グループ会社の役員体制についてもお知らせ致します。了 

 

１．取締役 

 

  役職名      氏 名   備考 就任日 

 ＣＥＯ 取締役社長 齋藤 徹 最高経営責任者(代表取締役)  

 ＣＦＯ 取締役副社長 マニッシュ クマール  

グプタ 

最高財務責任者(代表取締役)  

 ＣＴＯ 取締役副社長 浅谷 祐治 最高技術責任者  

 

 

取締役（非常勤） 末松 正之 三菱重工業(株)  

取締役（非常勤）  小椋 和朗 三菱重工業(株)  

 取締役（非常勤）  迫江 正信 三菱重工業(株)  

 取締役（非常勤）  ラジェシュ  

ジェジュリカール 

Mahindra & Mahindra Ltd.  

 取締役（非常勤） へマント シッカ Mahindra & Mahindra Ltd.  

 取締役（非常勤）  アミ ゴーダ Mahindra & Mahindra Ltd.  

  ○変更 

 

２．監査役 

 

  役職名      氏 名   備考 就任日 

 監査役 木村 健治    

 監査役（非常勤） 片山 彰 三菱重工業(株)   

 監査役（非常勤） 横田 祐一 三菱重工業(株)  

  ○変更 

 

３．執行役員 

 

  役職名      氏 名   備考 就任日 

 ＣＯＯ 常務執行役員 サブハッシュ マゴ 最高執行責任者 島根統括  

 執行役員 行岡 正恭 人事総務部長 兼 内部統制室長  

○ 執行役員 小野 祐司 経営企画部長 7月 1日 

 執行役員 大橋 省夫   

  ○変更 
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４．グループ会社：三菱農機販売(株) 

 

  役職名      氏 名   備考  就任日 

 取締役社長 齋藤 徹 代表取締役    

 取締役（非常勤） 小野 祐司 三菱マヒンドラ農機(株)  

 取締役（非常勤）  酒井 誠 三菱マヒンドラ農機(株)  

 監査役（非常勤）  木村 健治 三菱マヒンドラ農機(株)   

 上級執行役員 山本 晴一 社長付 営業統括  

 上級執行役員 本多 利啓 管理部長  

 上級執行役員 松村 博夫 販売企画部長  

 上級執行役員 山中 正雄 内部統制室長  

 上級執行役員 長縄 康弘 北海道支社長  

 上級執行役員 岩舘 光博 東北支社長  

 上級執行役員 南雲 照夫 関東甲信越支社長  

 上級執行役員 長島 史治 中部支社長  

 上級執行役員 松尾 秀二 西日本支社長  

 上級執行役員 松田 清文 九州支社長  

 ○変更 

 

 

 

５．グループ会社：リョーノーファクトリー(株) 

 

  役職名      氏 名   備考  就任日 

 取締役社長 金塚 巧 代表取締役   

 取締役 瀬尾 修治 品質管理部長  

 取締役（非常勤） 行岡 正恭 三菱マヒンドラ農機(株)  

 監査役（非常勤）  木村 健治 三菱マヒンドラ農機(株)  

 執行役員  岡田 勝司 製造部長  

  ○変更 

 

 

６．グループ会社：菱農エンジニアリング(株) 

 

  役職名      氏 名   備考  就任日 

 取締役社長 小松原 浩 代表取締役  

 取締役 佐伯 尚 管理部長  

 取締役（非常勤） 福田 禎彦 三菱マヒンドラ農機(株)  

 監査役（非常勤）  木村 健治 三菱マヒンドラ農機(株)  

  ○変更 
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７．グループ会社：(株)ダイヤコンピュータサービス 

 

  役職名      氏 名   備考  就任日 

 取締役社長 小松原 浩 代表取締役   

○ 取締役 高島 順 システム事業統括部長 5月 25日 

○ 取締役（非常勤） 梅木 秀 三菱マヒンドラ農機(株) 5月 25日 

 監査役（非常勤）  木村 健治 三菱マヒンドラ農機(株)  

  ○変更 

 

 

 

８．グループ会社：菱農資産管理(株) 

 

  役職名      氏 名   備考  就任日 

 取締役社長 足立 成顕 代表取締役  

三菱マヒンドラ農機(株) 

 

 監査役（非常勤）  木村 健治 三菱マヒンドラ農機(株)  

  ○変更 

 

 

 

 

                                                                                    以上 


