
 

平成 22 年４月 13 日 

各  位 

                                                               会 社 名   米 久 株 式 会 社   

                                              代表者名   代表取締役社長  藤井 明 

             （コード番号  ２２９０   東証第一部） 

問合せ先  IR 室  青 柳  敏 文 

                                                （ ＴＥＬ．０５５－９２９－２７９７） 

 

 

役員および執行役員の人事について 

 

当社は、平成 22 年４月 13 日開催の取締役会にて、下記のとおり役員および執行役員の人事を行う

ことを内定いたしましたのでお知らせします。 

なお、役員および執行役員の異動について、平成 22 年５月 25 日開催予定の定時株主総会および

その後の取締役会において正式決定される予定です。 

 

記 

 
1．再任取締役 

氏名 ＜現役職＞ 

藤井 明 代表取締役社長 

桑田 和男 取締役 

中西 安廣 取締役 

宮下 功 取締役 

 

2．新任取締役 

氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

福西 毅 取締役 

常務執行役員 生産本部長 

兼 商品開発ユニット・品質保証部管

掌 

常務執行役員 生産本部長 

種本 祐子 取締役（社外） 

  

株式会社ヴィノスやまざき  

専務取締役C.O.O. 

 

3．退任取締役 

氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

齊藤 修 常勤顧問 
米久かがやき㈱代表取締役社長 

取締役 
専務執行役員 
生産本部・商品開発ユニット・品質保

証部管掌 

米久かがやき㈱代表取締役社長 



 

4．再任執行役員 
氏名 ＜現役職および担当職務＞ 

桑田 和男 取締役 

専務執行役員 管理本部長  

中西 安廣 取締役 
常務執行役員 営業本部長  

宮下 功 取締役 
常務執行役員 経営企画室長  
兼 商品本部管掌 

田中 義和 常務執行役員  
商品本部長 兼 食肉事業部長 

福西 毅 常務執行役員  
生産本部長 

堀内 朗久 常務執行役員  
営業本部副本部長 兼 営業統括部長 

川島 一訓 執行役員  
商品本部 加工品事業部長  

曽根 正明 執行役員  
商品開発ユニットＵＭ 

諸伏 達美 執行役員  
㈱平田屋 代表取締役社長 

市川 博久 執行役員  
沼津支店長 

土屋 昌樹 執行役員  
管理本部副本部長 兼 ＣＳＲ室長 

青柳 敏文 執行役員  

財務部長 兼 ＩＲ室長 

 

５．昇役執行役員 
氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

中西 安廣 取締役 
専務執行役員 営業本部長 

取締役 
常務執行役員 営業本部長 

 

６．執行役員担当職務の変更 

氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

青柳 敏文 執行役員  

管理本部副本部長  

兼 財務部長 兼 ＩＲ室長 

執行役員  

財務部長 兼 ＩＲ室長 

 

７．退任執行役員 
氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

内田 守彦 おいしい鶏㈱ 代表取締役社長 執行役員  
おいしい鶏㈱ 代表取締役社長 

成田 満 理事 
商品本部 食肉事業部副事業部長 
（食肉生産事業推進担当） 

執行役員  
商品本部 食肉事業部副事業部長 
（食肉生産事業推進担当） 

 

以上 



 

【参考資料】 

当社における役員および執行役員の新体制（平成 22 年５月 25 日以降） 

 

１.取締役６名 

氏名 ＜役職＞ 

藤井 明 代表取締役社長 

桑田 和男 取締役 

中西 安廣 取締役 

宮下 功 取締役 

福西 毅 取締役 

種本 祐子 取締役（社外） 

２．監査役４名 

氏名 ＜役職＞ 

百崎 毅 常勤監査役（社外） 

大川 康平 監査役（社外） 

市東 康男 監査役（社外） 

木下 克己 監査役（社外） 

３．執行役員 12 名 

氏名 ＜役職および担当職務＞ 

桑田 和男 取締役専務執行役員 管理本部長  

中西 安廣 取締役専務執行役員 営業本部長  
宮下 功 取締役常務執行役員 経営企画室長 兼 商品本部管掌 
福西 毅 取締役常務執行役員 生産本部長  

兼 商品開発ユニット・品質保証部管掌 
田中 義和 常務執行役員 商品本部長 兼 食肉事業部長 
堀内 朗久 常務執行役員 営業本部副本部長 兼 営業統括部長 
川島一訓 執行役員 商品本部 加工品事業部長  
曽根 正明 執行役員 商品開発ユニットＵＭ 
諸伏 達美 執行役員 ㈱平田屋 代表取締役社長 
市川 博久 執行役員 沼津支店長 
土屋 昌樹 執行役員 管理本部副本部長 兼 ＣＳＲ室長 
青柳 敏文 執行役員 管理本部副本部長 兼 財務部長 兼 ＩＲ室長 

 


