
 
 

平成 24年４月 12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    東証一部） 

                          問合せ先    執行役員 IR 室長 青柳 敏文 

（ TEL． ０５５－９２９－２７９７） 

 
役員及び執行役員の異動について 

 
 当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り役員及び執行役員の異動を決議致しま

したのでお知らせします。なお、役員の異動につきましては、平成 24 年５月 24 日開催予定

の定時株主総会において正式決定される予定です。 

記 

１、役員の異動（平成 24 年 5 月 24 日付） 

① 新任取締役 

氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

丹田 雅敏 取締役 三菱商事ユニメタルズ株式会社  

代表取締役専務執行役員 

② 退任取締役 

氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

桑田 和男 常勤顧問 取締役専務執行役員 

管理本部長 

＊桑田和男氏は平成 24 年７月１日付けで非常勤顧問となります。 

③ 再任取締役 

氏名 ＜現＞ 

藤井 明 代表取締役社長 

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） 

④ 新任監査役 

氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

土屋 昌樹 常勤監査役 執行役員 

管理本部副本部長 兼 CSR 室長 

髙野瀬 励 監査役（社外） 三菱商事株式会社  

農水産本部副本部長 

兼 油脂ユニットマネージャー 

⑤ 退任監査役 

氏名 ＜現＞ 

百崎 毅 常勤監査役（社外） 

判治 孝之 監査役（社外） 



 

⑥ 再任監査役 

氏名 ＜現＞ 

大川 康平 監査役（社外） 

  

２、 執行役員の異動（平成 24 年 5 月 24 日付） 

① 新任執行役員 
氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

丹田 雅敏 取締役専務執行役員 

管理本部長 

三菱商事ユニメタルズ株式会社  

代表取締役専務執行役員 

百崎 毅 常務執行役員 

管理本部副本部長 兼 CSR 室長 

常勤監査役（社外） 

海和 俊雄 執行役員 

営業本部 営業統括部長 

営業本部 営業統括部長 

② 昇格執行役員 
氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

曽根 正明 上席執行役員  

生産本部 R&Dユニット 
ユニットマネージャー 

執行役員  

生産本部 R&Dユニット 
ユニットマネージャー 

③ 退任執行役員 
氏名 ＜現＞ 

桑田 和男 取締役専務執行役員 

管理本部長  

土屋 昌樹 執行役員 

管理本部副本部長 兼 CSR 室長 

④ 再任執行役員 
氏名 ＜現役職および担当職務＞ 

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 品質保証部管掌 兼 生産管理部長 

堀内 朗久 常務執行役員  
商品本部長 

曽根 正明 執行役員  
生産本部 R&Dユニット ユニットマネージャー 

川島 一訓 執行役員  
商品本部 開発事業部長  

諸伏 達美 執行役員  
営業本部 直販事業部長 

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 

市川 博久 執行役員  
営業本部 札幌支店長 

岩間 定樹 執行役員  
品質保証部長 

 
以上 

 



 

 

【参考資料】  

当社における役員及び執行役員の新体制（平成 24 年 5 月 24 日以降） 

 

１.取締役 6名 

氏名 ＜役職＞ 

藤井 明 代表取締役社長 

丹田 雅敏 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＞ 

土屋 昌樹 常勤監査役 

大川 康平 監査役（社外） 

市東 康男 監査役（社外） 

髙野瀬 励 監査役（社外） 

 

３．執行役員 13 名 

氏名 ＜役職および担当職務＞ 

丹田 雅敏 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 品質保証部管掌  

兼 生産管理部長 
百崎 毅 常務執行役員 管理本部副本部長 兼 CSR室長  
堀内 朗久 常務執行役員 商品本部長 
曽根 正明 上席執行役員 生産本部 R&Dユニット ユニットマネージャー 
川島 一訓 執行役員 商品本部 開発事業部長  
諸伏 達美 執行役員 営業本部 直販事業部長 
市川 博久 執行役員 営業本部 札幌支店長 
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 

岩間 定樹 執行役員 品質保証部長 

海和 俊雄 執行役員 営業本部 営業統括部長 

以上 
 

 


