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平成２４年５月１４日 
各  位 

会社名   明治ホールディングス株式会社 
代表者名    代表取締役社長 佐藤 尚忠 

（コード：２２６９ 東証第一部） 
問い合せ先 ＩＲ広報部長  梅本 隆司 

ＴＥＬ：０３（３２７３）３９１７ 
 

明治グループの代表取締役および役員の異動に関するお知らせ 

 
当社グループは、代表取締役および役員の異動について下記のとおり内定いたしました

のでお知らせします。 
 

記 

 

１．明治ホールディングス（株）（６月２８日付） 

（１）代表取締役の異動 
氏 名 新 職 現 職 

佐藤 尚忠 代表取締役会長 

代表取締役社長 

兼 (株)明治 取締役 

兼 Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ(株) 取締役 

浅野 茂太郎 

代表取締役社長 

兼 (株)明治 取締役 

兼 Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ(株) 取締役 

代表取締役 

兼 (株)明治 代表取締役社長 

  ※ 略歴は、別紙１および２を参照ください。 
 
（２）取締役の異動 
①新任取締役 

氏 名 新 職 現 職 

金子 秀定 
取締役 

常務執行役員 

人事総務部長、 

ＩＲ広報部管掌  

(株)明治 取締役常務執行役員 

人事部長、総務法務部・知的財産

部管掌 

左座 理郎 
取締役 

執行役員 
経営企画部長 執行役員 経営企画部長 

川村 和夫 
取締役 

兼 (株)明治 代表取締役社長 

(株)明治 取締役専務執行役員 

乳製品ユニット統轄 
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②退任 

  永田 毅   （現 取締役専務執行役員） 

  髙橋 秀樹  （現 取締役常務執行役員） 

 

  ※ ６月２８日付 新役員体制一覧は別紙４を参照ください。 

 

 

２．（株）明治（６月２６日付） 

（１）新任代表取締役 
氏 名 新 職 現 職 

川村 和夫 代表取締役社長 
取締役専務執行役員 

乳製品ﾕﾆｯﾄ統轄 

  ※ 略歴は、別紙３を参照ください。 
 
（２）取締役および執行役員 
①異動 

氏 名 新 職 現 職 

谷中 孝章 
取締役 

常務執行役員 

経営戦略本部長、 

経理部・人事部・総務

法務部・ｸﾞﾙｰﾌﾟ企画

部・情報ｼｽﾃﾑ部・知的

財産部管掌 

取締役常務執行役員 

経営戦略本部長、経理部・ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ企画部・情報ｼｽﾃﾑ部管掌 

斉藤 昇一 
○取締役 

◎常務執行役員 
乳製品ﾕﾆｯﾄ統轄 執行役員 ﾃﾞｻﾞｰﾄ事業本部長 

浅野 茂太郎 取締役  
代表取締役社長 

兼明治ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)代表取締役

大谷 純一 ◎常務執行役員 
菓子ﾕﾆｯﾄ副統轄、 

ﾌｰﾄﾞｸﾘｴｲﾄ事業本部長

執行役員 

ﾌｰﾄﾞｸﾘｴｲﾄ事業本部長 

岸田 一男 ◎常務執行役員 菓子生産本部長 執行役員 菓子生産本部長 

佐藤 秀明 執行役員 人事部長 執行役員 物流企画部長 

片桐 裕之 執行役員 
ﾃﾞｻﾞｰﾄ事業本部長、 

ｽｲｰﾂ事業推進部長 
執行役員 ｽｲｰﾂ事業推進部長 

槇島 慎一 ＊執行役員 品質戦略部長 品質戦略部長 

重信 通泰 ＊執行役員 ｸﾞﾙｰﾌﾟ企画部長 広報部長 

伊藤 裕之 ＊執行役員 
研究本部 

 食機能科学研究所長

研究本部 

 食機能科学研究所長 

安部 俊朗 ＊執行役員 生産本部 技術部長 生産本部 技術部長 
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松田 克也 ＊執行役員 
乳食品事業本部 

乳食品事業部長 

乳食品事業本部 

乳食品事業部長 

※ ◎は昇任、○は新任取締役、＊は新任執行役員 
 
②退任 

   佐藤 尚忠  （現 取締役）   ＊明治ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)代表取締役会長就任予定 

   金子 秀定  （現 取締役常務執行役員） 

                  ＊明治ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)取締役常務執行役員就任予定 

   小松 春雄  （現 常務執行役員） 
   中坪 正   （現 執行役員） 
   村山 泰之  （現 執行役員）  ＊(株)明治 監査役就任予定 
 
（３）監査役 
①新任 

氏 名 新 職 現 職 

村山 泰之 監査役（常勤） 執行役員 ｸﾞﾙｰﾌﾟ企画部長 

神戸 康夫 監査役（常勤） 経理部長 

穂坂 賢也 監査役（常勤） Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ(株)薬品大阪支店長

 
②退任 

   白石 正喜  （現 監査役（常勤）） ＊Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ(株)監査役就任予定 
   松山 明夫  （現 監査役（常勤）） 
   入江 榮一  （現 監査役）  
   
  ※ ６月２６日付 新役員体制一覧は別紙５を参照ください。 

 

 

３．Meiji Seika ファルマ（株）（６月２５日付） 

（１）取締役および執行役員 
①異動 

氏 名 新 職 現 職 

内田 仁 
取締役 

◎専務執行役員 

薬品営業本部長、 

くすり相談室管掌 

取締役常務執行役員 

薬品営業本部長、 

くすり相談室管掌 

村井 安 
○取締役 

◎常務執行役員 

薬品生産本部長、 

ｼﾞｪﾈﾘｯｸ開発部・ 

CMC 研究所・ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ

研究所管掌 

執行役員 研究開発本部長 

研究開発管理部管掌 
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浅野 茂太郎 ○取締役  
明治ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)代表取締役

兼 (株)明治 代表取締役社長 

江川 光治 ＊執行役員 
臨床開発統括部長、 

医薬ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ部管掌 
臨床開発統括部長 

山口 均 ＊執行役員 

医薬ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進部長、

薬事部・研究開発管理部

管掌 

医薬ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進部長 

佐々木 優慈 ＊執行役員 

製品戦略部長、 

知的財産部・研究開発企

画部管掌 

製品戦略部長 

※ ◎は昇任、○は新任取締役、＊は新任執行役員 
 
②退任 

   佐藤 尚忠  （現 取締役）    ＊明治ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)代表取締役会長就任予定 

   佐藤 豊美  （現 取締役専務執行役員） 

   木下 統晴  （現 執行役員） 
   富樫 浩之  （現 執行役員） 
 
（２）監査役 
①新任 

氏 名 新 職 現 職 

白石 正喜 監査役（常勤） (株)明治 監査役（常勤） 

 
②退任 

   星野 修邦  （現 監査役）  
 
  ※ ６月２５日付 新役員体制一覧は別紙６を参照ください。 

 

 

以上 



履 歴 書 
 

佐藤
さ と う

 尚忠
な お た だ

 
  

生年月日 1940 年３月 25 日 

出 身 地 東京都 

学  歴 慶應義塾大学経済学部卒業（1964 年３月） 

 

職 歴 

1964 年 ４月 明治製菓株式会社入社 

1990 年 ４月 同社関東統括支店販売部長 

1991 年 ６月 同社北関東統括支店長 

1995 年 ６月 同社取締役就任 首都圏統括支店長 

1999 年 ６月 同社常務取締役就任 首都圏統括支店長 

1999 年 ７月 同社常務取締役 食料企画推進本部長 

2000 年 ７月 同社常務取締役 食品本部長 

2001 年 ６月 同社代表取締役専務執行役員就任  

   食料カンパニープレジデント、菓子営業本部長 

2002 年 １月 同社代表取締役専務執行役員 食料カンパニープレジデント 

2003 年 ６月 同社代表取締役社長就任 

2009 年 ４月 明治ホールディングス株式会社 代表取締役社長就任（現任） 

2011 年 ３月 明治製菓株式会社代表取締役社長退任 

2011 年 ４月  株式会社 明治 取締役就任（現任） 

2011 年 ４月 Meiji Seika ファルマ株式会社取締役就任（現任） 

2012 年 ６月   Meiji Seika ファルマ株式会社取締役 退任予定 

2012 年 ６月 株式会社 明治 取締役 退任予定 

2012 年 ６月 明治ホールディングス株式会社 代表取締役会長 就任予定 

 

      

賞 罰 

1. な  し 

 

以 上 

別紙１



履 歴 書 
 

浅野
あ さ の

 茂太郎
し げ た ろ う

 
    

生年月日 1943 年９月 17 日 

出 身 地 東京都 

学  歴 学習院大学法学部卒業(1966 年３月) 

 

職 歴 

1966年 ４月  明治乳業株式会社入社 

1991年  ４月  同社本社食品第二事業本部加工食品販売部長  

1994年  ４月  同社本社販売企画部長  

1995年 ６月  同社取締役就任 本社人事部長 

1999年 ６月  同社専務取締役就任 

2001年 ６月  同社代表取締役副社長就任 

2003年 ４月  同社代表取締役社長就任 

2009年 ４月  明治ホールディングス株式会社代表取締役副社長就任 

2011年 ４月  明治ホールディングス株式会社代表取締役就任（現任） 

2011年 ４月  株式会社 明治 代表取締役社長就任（現任） 

2012年 ６月  Meiji Seika ファルマ株式会社取締役 就任予定 

2012年 ６月  株式会社 明治 代表取締役社長 退任予定 

2012年 ６月  株式会社 明治 取締役 就任予定 

2012年 ６月  明治ホールディングス株式会社代表取締役社長 就任予定 

 

賞 罰 

1. な  し 

 

 

以 上 

 

 

 

別紙２



履 歴 書 
 

川村
か わ む ら

 和夫
か ず お

 
    

生年月日 1953 年８月 25 日 

出 身 地 宮城県 

学  歴 早稲田大学第一法学部卒業(1976 年３月) 

 

職 歴 

1976年 ４月  明治乳業株式会社入社 

1999年 ６月  同社本社経営企画室長  

2003年１０月  同社本社栄養販売本部副本部長 

2007年 ４月  同社本社栄養販売本部長、栄養販売二部長 

2007年 ６月  同社取締役就任 本社栄養販売本部長、栄養販売二部長 

2008年 ３月  同社取締役 本社栄養販売本部長 

2009年 ６月  同社取締役退任 

2009年 ６月  同社執行役員就任 本社栄養販売本部長 

2010年 ６月  同社取締役常務執行役員就任 本社栄養販売本部長 

2011年 ４月  株式会社 明治 取締役専務執行役員就任 

         乳製品ユニット統轄（現任） 

2012年 ６月  株式会社 明治 代表取締役社長 就任予定 

2012年 ６月  明治ホールディングス株式会社取締役 就任予定 

 

 

 

 

賞 罰 

2. な  し 

 

 

以 上 

別紙３



明治ホールディングス株式会社

氏    名 役    位 委　嘱　業　務 備　　考

佐藤  尚忠 代表取締役会長

浅野　茂太郎 代表取締役社長
兼務：（株）明治　取締役
兼務：Meiji Seika ファルマ（株）　取締役

金子　秀定 取締役常務執行役員 人事総務部長、ＩＲ広報部管掌

平原　高志 取締役常務執行役員 経理財務部長

左座　理郎 取締役執行役員 経営企画部長

松尾　正彦 取締役 兼務：Meiji Seika ファルマ（株）　代表取締役社長

川村　和夫 取締役 兼務：（株）明治　代表取締役社長

矢嶋　英敏 取締役（社外）

佐貫　葉子 取締役（社外）

川島　浩一郎 監査役（常勤）

森島　知夏男 監査役（常勤）

宮本　晶二 監査役（社外）

山口　健一 監査役（社外）

明治ホールディングス株式会社　役員一覧

平成24年6月28日

別紙４



明治ホールディングス株式会社

氏    名 役    位 委　嘱　業　務 備　　考

川村　和夫 代表取締役社長 兼務：明治ホールディングス（株）　取締役

吉岡　幸一 取締役専務執行役員 品質本部・生産本部・物流企画部管掌

溝口　祥彦 取締役専務執行役員 マーケティング推進本部長

加藤　直樹 取締役専務執行役員 海外ユニット統轄

小村　定昭 取締役専務執行役員 菓子ユニット統轄

馬場　良雄 取締役常務執行役員 調達本部長、広報部・ＣＳＲ推進部・お客様相談部管掌

下田　容央 取締役常務執行役員 健康栄養ユニット統轄

谷中　孝章 取締役常務執行役員
経営戦略本部長、経理部・人事部・総務法務部・
グループ企画部・情報システム部・知的財産部管掌

斉藤　昇一 取締役常務執行役員 乳製品ユニット統轄

浅野　茂太郎 取締役
兼務：明治ホールディングス（株）　代表取締役社長
兼務：Meiji Seika ファルマ（株）　取締役

村山　泰之 監査役（常勤）

神戸　康夫 監査役（常勤）

穂坂　賢也 監査役（常勤）

荒森　幾雄 常務執行役員 研究本部長

河野　良治 常務執行役員 中部支社長

小出　薫 常務執行役員 品質本部長

坂口　敏行 常務執行役員 関東支社長

大場　進 常務執行役員 関西支社長

大谷　純一 常務執行役員 菓子ユニット副統轄、フードクリエイト事業本部長

岸田　一男 常務執行役員 菓子生産本部長

上坂　明男 執行役員 健康事業本部長

神戸　昭二 執行役員 菓子営業本部長

田子　博士 執行役員 経営戦略副本部長（シェアードサービス担当）

中村　裕忠 執行役員 海外第2事業本部長

佐藤　秀明 執行役員 人事部長

玉木　郁夫 執行役員 経営戦略本部　経営企画部長

井澤　照介 執行役員 生産本部長

竹山　五城 執行役員 市乳事業本部長

田上　康孝 執行役員 明治チューインガム㈱代表取締役社長

石田　邦雄 執行役員 海外第1事業本部長、海外菓子事業部長

有田　祥史 執行役員 東京明販㈱代表取締役社長

田中　弘幸 執行役員 情報システム部長

塩﨑　浩一郎 執行役員 経営戦略本部　経営管理部長

森田　勉 執行役員 栄養事業本部長

柘植　康行 執行役員 生産本部　生産部長

成瀬　裕明 執行役員 乳食品事業本部長

木島　俊行 執行役員 調達本部　酪農部長

片桐　裕之 執行役員 デザート事業本部長、スイーツ事業推進部長

槇島　慎一 執行役員 品質本部　品質戦略部長

重信　通泰 執行役員 グループ企画部長

伊藤　裕之 執行役員 研究本部　食機能科学研究所長

安部　俊朗 執行役員 生産本部　技術部長

松田　克也 執行役員 乳食品事業本部　乳食品事業部長

株式会社 明治　役員一覧

平成24年6月28日

別紙５



明治ホールディングス株式会社

氏    名 役    位 委　嘱　業　務 備　　考

松尾　正彦 代表取締役社長 兼務：明治ホールディングス（株）　取締役

内田　　仁 取締役専務執行役員 薬品営業本部長、くすり相談室管掌

浅田　隆造 取締役常務執行役員 経営企画部、経理部、人事総務部管掌

村井　　安 取締役常務執行役員
薬品生産本部長、ジェネリック開発部・ＣＭＣ研究所・
バイオサイエンス研究所管掌

浅野　茂太郎 取締役
兼務：明治ホールディングス（株）　代表取締役社長
兼務：（株）明治　取締役

二村　孝文 監査役（常勤）

白石　正喜 監査役（常勤）

黒川　　知 執行役員 生物産業事業本部長

小林　大吉郎 執行役員
薬品営業副本部長
（医薬営業戦略部、流通政策部、医薬情報管理部担当）

大西　由孝 執行役員
薬品生産副本部長
（薬品生産管理部、薬品生産技術部担当）

江川　光治 執行役員 臨床開発統括部長、医薬データサイエンス部管掌

山口　均 執行役員
医薬プロジェクト推進部長、
薬事部・研究開発管理部管掌

佐々木　優慈 執行役員 製品戦略部長、知的財産部・研究開発企画部管掌

Meiji Seika ファルマ株式会社　役員一覧

平成24年6月28日

別紙６
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