
 
     平成 22 年 4 月 19 日 
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上場会社名  株式会社 ニコン              

代表者    取締役社長 苅谷 道郎 
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代表取締役、役員および執行役員の異動に関するお知らせ 

 

株式会社ニコン（社長：苅谷道郎、東京都千代田区）は、4月19日の役員会において、下記の通り 

6月29日開催予定の定時株主総会および総会後の取締役会に付議する代表取締役、役員および執行役員

の異動を内定しましたので、お知らせ致します。 

 

■ 役員の異動について（平成22年6月29日付） 

 

１．取締役（＊：代表取締役） 

 ＜昇任取締役候補者＞ 

＊取締役会長            苅谷 道郎 

（現 取締役社長 兼 社長執行役員 兼 CEO 兼 COO） 

＊取締役社長 兼 社長執行役員   木村 眞琴 

（現 取締役 兼 副社長執行役員 映像カンパニープレジデント） 

＜新任取締役候補者＞ 

取締役 兼 常務執行役員   岡本 恭幸 

（現 常務執行役員 Nikon Inc.社長 兼 CEO） 

取締役     樋口 公啓 

（現 東京海上日動火災保険株式会社 相談役） 

 

２．執行役員 

＜昇任執行役員候補者＞ 

取締役 兼 常務執行役員   橋爪 規夫 

（現 取締役 兼 執行役員 経理部ゼネラルマネジャー）  

＜新任執行役員候補者＞ 

執行役員     下田  治 

（現 経営企画部ゼネラルマネジャー） 

 

 

 

 

 



 

 

 

３．退任予定取締役 

取締役     河野 俊二 

 

４．退任予定執行役員 

執行役員           橋本 照夫 

（顧問を委嘱予定） 

執行役員           岡島 正明 

（顧問を委嘱予定） 

 

 

 

新役員一覧 （平成 22 年 6 月 29 日付） 

 

１．取締役および監査役（＊: 代表取締役） 

＊取締役会長         苅谷 道郎      昇任 

＊取締役社長         木村 眞琴      昇任 

＊取締役               寺東 一郎 

取締役          諏訪 恭一 

取締役           牛田 一雄 

取締役            河合 芳道 

取締役           熊澤 政美 

取締役           正井 俊之 

取締役           岡本 恭幸      新任 

取締役             橋爪 規夫 

取締役                    樋口 公啓      新任 

取締役                    松尾 憲治 

常勤監査役         梶原  守 

常勤監査役         長井 良幸 

監査役           中野 豊士 

監査役           可児  晋 

監査役           上條 政俊 

 

 

 

 

 



 

 

 

２．執行役員 

社長執行役員        木村 眞琴      昇任 

副社長執行役員       寺東 一郎 

専務執行役員        諏訪 恭一 

専務執行役員        牛田 一雄 

常務執行役員         河合 芳道 

常務執行役員         熊澤 政美 

常務執行役員         正井 俊之 

常務執行役員         岡本 恭幸 

常務執行役員        橋爪 規夫      昇任 

執行役員          森下 耕二 

執行役員          馬立 稔和 

執行役員          川端 邦雄 

執行役員          小坂 庸雄 

執行役員          風見 一之 

執行役員          金澤 健一 

執行役員          大木 裕史 

執行役員          本田 隆晴 

執行役員          今  常嘉 

執行役員          御給 伸好 

執行役員          浜田 智秀 

執行役員          中島 正夫 

執行役員          下田  治      新任 

 

以 上 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

取締役社長 

 

きむら   まこと 

木村 眞琴 

出身地 熊本県 

生年月日 昭和 23 年 2 月 3 日 

略歴 昭和 49 年 13 月 早稲田大学大学院理工学研究科 修了 

 昭和 49 年 14 月 日本光学工業株式会社（現 ㈱ニコン）入社 

  平成 11 年 10 月 映像ｶﾝﾊﾟﾆｰ事業戦略部ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｼﾞｬｰ 

  平成 13 年 16 月 執行役員 映像ｶﾝﾊﾟﾆｰ事業戦略部ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｼﾞｬｰ 

  平成 14 年 17 月 執行役員 映像ｶﾝﾊﾟﾆ-ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ統括部長 

  平成 14 年 10 月 執行役員 映像ｶﾝﾊﾟﾆ-ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 

  平成 15 年 16 月 常務取締役兼上席執行役員 映像ｶﾝﾊﾟﾆ-ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 

  平成 17 年 16 月 専務取締役兼上席執行役員 映像ｶﾝﾊﾟﾆ-ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 

  平成 19 年 16 月 取締役兼専務執行役員 映像ｶﾝﾊﾟﾆ-ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 

  平成 21 年 16 月 取締役兼副社長執行役員 映像ｶﾝﾊﾟﾆ-ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 

所有株式数       18,300株（平成22年3月31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 


