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取締役・監査役・執行役員（2021年6月24日現在）

2021年10月1日以降の役員体制については、2021年7月29付プレスリリース「10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」および
当アニュアルレポート「事業会社制への移行」をご参照ください。

取締役

取締役会長

1979年4月	当社へ入社
2001年６月	マルチメディア開発センター所長
2004年６月	役員に就任
	 	デジタルネットワーク・ソフトウェア	

技術担当
2008年４月	常務役員に就任
	 	パナソニック	オートモーティブ	

システムズ社	社長
2011年４月	 専務役員に就任
	 AVCネットワークス社	社長
2011年６月	 専務取締役に就任
2012年６月	取締役社長に就任
2017年６月	代表取締役社長	社長執行役員
	 	チーフ・エグゼクティブ・オフィサー	

（CEO）
2021年６月	取締役会長に就任（現）

津賀 一宏

代表取締役

1979年４月	松下電工（株）へ入社	
2008年４月	同社執行役員に就任
2011年４月	 	パナソニック電工（株）上席執行役員に	

就任
2013年10月	当社役員に就任
	 企画担当
2014年６月	取締役に就任
2015年４月	常務取締役に就任
2016年４月	専務取締役に就任
	 人事担当
2017年３月	 	パナソニック	ホールディング	オランダ

（有）会長
2017年６月	当社代表取締役（現）
	 専務執行役員
	 チーフ・ストラテジー・オフィサー（CSO）
	 	チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー

（CHRO）
2019年４月	副社長執行役員に就任（現）
2019年８月	US社	社長（現）

佐藤 基嗣
副社長執行役員
US社	社長

1989年４月	 当社へ入社
2012年10月	 	AVCネットワークス社	

AVネットワーク事業グループ	
テレビビジネスユニット長

2014年４月	 役員に就任
	 	アプライアンス社	上席副社長		

ホームエンターテインメント・	
ビューティー・リビング事業担当	

（兼）ホームエンターテインメント	
事業部長

2015年11月	 	アプライアンス社	副社長	
ホームアプライアンス事業担当

2017年４月	 	アプライアンス社	副社長	
テレビ・イメージング事業担当	
メジャーアプライアンス事業担当

2018年１月	 	オートモーティブ＆インダストリアル	
システムズ社	副社長	
三洋電機（株）二次電池事業部長

2018年４月	 	オートモーティブ＆インダストリアル	
システムズ社	副社長	
三洋電機（株）	
オートモーティブエナジー事業部長

2019年４月	 常務執行役員に就任
	 	オートモーティブセグメント担当	

オートモーティブ社	社長
2021年４月	 	チーフ・エグゼクティブ・オフィサー

（CEO）に就任（現）
2021年６月	 代表取締役	社長執行役員に就任（現）

楠見 雄規
社長執行役員
CEO

代表取締役

2003年５月		日本ヒューレット・パッカード（株）	
代表取締役社長に就任

2005年５月	（株）ダイエー	代表取締役社長に就任
2007年３月	 	マイクロソフト（株）	

（現	日本マイクロソフト（株））	
代表執行役COOに就任

2008年４月	同社代表執行役社長に就任
2015年７月	 	日本マイクロソフト（株）	

代表執行役会長に就任
2017年４月	当社専務役員に就任
	 	コネクティッドソリューションズ社	

社長（現）
2017年６月	代表取締役	専務執行役員に就任（現）

樋口 泰行
専務執行役員
コネクティッド
ソリューションズ社
社長

1985年4月	当社へ入社
2012年6月	 経営企画グループマネージャー
2013年10月	役員に就任
2015年4月	常務役員に就任
	 アプライアンス社	社長
2015年6月	常務取締役に就任
2016年4月	専務取締役に就任
2017年6月	 専務執行役員に就任
2019年4月	中国・北東アジア社	社長（現）
2019年6月	代表取締役に就任（現）
2020年4月	パナソニック	チャイナ（有）	会長（現）
2021年４月	副社長執行役員に就任（現）

本間 哲朗
副社長執行役員
中国・北東アジア社
社長

https://news.panasonic.com/jp/press/data/2021/07/jn210729-3/jn210729-3-1.pdf
https://www.panasonic.com/jp/corporate/ir/pdf/annual/2021/pana2021_OperatingCompanySystem.pdf
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取締役

社外取締役

2011年4月	 	日本生命保険相互会社	代表取締役	
社長に就任

2015年6月	 当社取締役に就任（現）
2018年4月	 	日本生命保険相互会社	代表取締役	

会長に就任（現）

筒井 義信
（独立役員）

2006年9月	 経済財政政策担当大臣
2008年8月	 政策研究大学院大学教授
2013年6月	 当社取締役に就任（現）
2019年4月	 政策研究大学院大学特別教授（現）

大田 弘子
（独立役員）

2003年4月	 	（株）産業再生機構	代表取締役専務
（COO）に就任

2007年4月	 	（株）経営共創基盤	代表取締役CEOに
就任

2016年6月	 当社取締役に就任（現）
2020年10月		（株）経営共創基盤グループ会長に	

就任（現）
2020年12月		（株）日本共創プラットフォーム	

代表取締役社長に就任（現）

冨山 和彦
（独立役員）

2007年6月	 	（株）小松製作所	代表取締役社長（兼）
CEOに就任

2013年4月	 同社代表取締役会長に就任
2019年6月	 同社特別顧問（現）
	 当社取締役に就任（現）

野路 國夫
（独立役員）

2012年6月	 	花王（株）	代表取締役	社長執行役員に	
就任

2020年6月	 当社取締役に就任（現）
2021年１月	 花王（株）	取締役会長に就任（現）

澤田 道隆
（独立役員）

1999年10月		太田昭和監査法人（現EY新日本有限	
責任監査法人）へ入所

2001年10月		プライスウォーターハウスクーパース	
税務事務所（現ＰｗＣ税理士法人）へ	
入所

2014年３月	（株）ユーザベース	監査役に就任
2015年８月	 	（株）ユーザベースに入社	

（同社監査役は退任）
2018年１月	 	同社執行役員（コーポレート統括）に	

就任
2019年１月	 	同社執行役員	

（Chief	Operating	Officer）
2020年１月	 	同社執行役員（Chief	People	and	

Administrative	Officer）
2021年３月	 	同社取締役に就任、Chief	People	

and	Administrative	Officer（現）
2021年６月	 当社取締役に就任（現）

松井 しのぶ
（独立役員）

取締役

1984年4月	当社へ入社
2012年10月		コーポレート戦略本部	

経理事業管理グループマネージャー
2017年4月	役員に就任
	 経理・財務担当
2017年6月	 取締役に就任（現）
	 執行役員
	 	チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

（CFO）（現）
2018年4月	常務執行役員に就任
	 パナソニック出資管理（株）
	 （現	パナソニック出資管理（同））社長（現）
2019年9月	 	パナソニック	ホールディング	

オランダ（有）会長（現）
2021年４月	専務執行役員に就任（現）

梅田 博和
専務執行役員
CFO

1987年3月	 ニューヨーク州弁護士登録（現）
1998年9月	 	GE	ゼネラル・カウンセル	

（日本統括担当）
2014年4月	 	（株）LIXILグループ（現	（株）LIXIL）	

執行役専務
	 チーフ・リーガル・オフィサー（CLO）
2018年4月	当社執行役員に就任
	 ゼネラル・カウンセル（GC）（現）
	 	チーフ・リスクマネジメント・オフィサー

（CRO）（現）
	 	チーフ・コンプライアンス・オフィサー

（CCO）（現）
2018年6月	当社取締役に就任（現）
2019年4月	常務執行役員に就任（現）

L
ローレンス
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ates
常務執行役員
GC
CRO
CCO
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取締役会スキルマトリックス

監査役

常任監査役

1980年4月	当社へ入社
2013年1月	 当社デバイス社	経理センター理事
2016年6月	 	パナソニック	デバイスSUNX（株）	

取締役社長
2018年6月	同社顧問
2019年6月	当社常任監査役に就任（現）

富永 俊秀

社外監査役

2007年7月	住友生命保険相互会社	
	 	取締役社長嘱代表執行役員（代表取締役）

に就任
2011年7月	 	同社代表取締役社長	社長執行役員に	

就任
2014年4月	同社代表取締役会長に就任
2014年6月	当社監査役に就任（現）
2015年7月	 	住友生命保険相互会社	取締役会長に	

就任
2021年４月	同社取締役（現）

佐藤 義雄
（独立役員）

1984年4月	当社へ入社
2015年7月	 	オートモーティブ&インダストリアル	

システムズ社	常務
	 技術本部長
2017年4月	役員に就任
	 	オートモーティブ&インダストリアル	

システムズ社	副社長
	 技術担当（兼）技術本部長
2019年4月	執行役員
	 	インダストリアルソリューションズ社	

副社長
	 技術担当（兼）技術本部長
	 知的財産担当
2020年6月	常任監査役に就任（現）

藤井 英治

1983年7月	公認会計士登録（現）
1994年6月	中央監査法人	代表社員
1998年7月	 	米国プライスウォーターハウス	

クーパース	ニューヨーク事務所	
北米日系企業統括パートナー

2007年7月	日本公認会計士協会	専務理事に就任
2013年7月	 同協会理事に就任
2014年6月	当社監査役に就任（現）

木下 俊男
（独立役員）

1981年4月	 弁護士登録（現）
1986年9月	ルフ・クライス・ベルベーケ法律事務所
	 （現アレン・アンド・オーベリー法律事務所
	 ブリュッセル・オフィス）へ入所
2002年1月	 渥美・臼井法律事務所
	 	（現渥美坂井法律事務所・外国法共同	

事業）へ入所（パートナー）（現）
2020年6月	当社監査役に就任（現）

由布 節子
（独立役員）

独立役員　　　社外取締役　　　指名・報酬諮問委員会委員（※委員長）
（注）各取締役の有する知見や経験を３つまで記載しております。上記一覧表は、各取締役の有するすべての知見や経験を表すものではありません。

指外独

※

氏	名 経営
経験

専門性
国際性・
多様性製造・

研究開発・IT 財務・会計 法務 企画 ガバナンス 経済

津賀	一宏 指

楠見	雄規 指

佐藤	基嗣
樋口	泰行
本間	哲朗
梅田	博和
L

ローレンス

aurence	 W
ウィリアム

B
ベイツ

ates

筒井	義信 指外独

大田	弘子 指外独

冨山	和彦 指外独

野路	國夫 外独

澤田	道隆 外独

松井	しのぶ 外独

.

※
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執行役員

社長執行役員 

楠見 雄規 
チーフ・エグゼクティブ・オフィサー（CEO）

副社長執行役員 

佐藤 基嗣 
コーポレート戦略本部長
US社	社長
調達担当
物流担当
総括安全衛生責任者

本間 哲朗 
中国・北東アジア社	社長
中国・北東アジア総代表
パナソニック	チャイナ（有）	会長

専務執行役員 

宮部 義幸
東京代表
渉外担当
東京オリンピック・パラリンピック推進担当

（兼）東京オリンピック・パラリンピック推進本部長
ソリューション営業担当

（兼）ビジネスソリューション本部長
統合型リゾート（IR）事業推進本部長

柴田 雅久 
オートモーティブ営業担当

樋口 泰行 
コネクティッドソリューションズ社	社長

坂本 真治 
インダストリアルソリューションズ社	社長

梅田 博和
チーフ・ファイナンシャル・オフィサー（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
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（同）	社長

品田 正弘
アプライアンスセグメント担当
アプライアンス社	社長

（兼）コンシューマー事業担当
（兼）FF市場対策担当

常務執行役員 

L
ローレンス

aurence W
ウィリアム

. B
ベイツ

ates
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）
チーフ・コンプライアンス・オフィサー（CCO）

（兼）法務・コンプライアンス本部長

道浦 正治
ライフソリューションズセグメント担当
ライフソリューションズ社	社長
建設業・安全管理部担当

片山 栄一 
チーフ・ストラテジー・オフィサー（CSO）
事業開発担当
スポーツマネジメント事業担当

松岡 陽子
くらし事業戦略本部長

永易 正吏 
オートモーティブセグメント担当
オートモーティブ社	社長

執行役員

M
マニッシュ

anish S
シャルマ

harma
パナソニック	インド（株）	社長

三島 茂樹 
チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー（CHRO）
総務・保信担当
CSR・企業市民活動担当

⼩川 立夫
チーフ・テクノロジー・オフィサー（CTO）
薬事担当

森井 理博
ブランド戦略担当

（兼）ブランド戦略本部長
（兼）ブランド戦略マネジメント部長

臼井 重雄
デザイン担当	

（兼）デザイン本部長

玉置 肇
チーフ・インフォメーション・オフィサー（CIO）


