
 
 

 
平成２７年３月２３日 

各    位 
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役員の異動、役員の役職異動および人事異動に関するお知らせ 

 
 当社は、平成２７年３月２３日開催の取締役会において、役員の異動、役員の役職異動お

よび人事異動について下記のとおり内定しましたのでお知らせいたします。 
 

記 
 
１．役員の異動                     平成２７年６月２６日発令 

 （１）新任取締役候補 

             いとう   よしたけ 

     取締役     伊 藤  義 剛  現 執行役員 光応用事業本部長 

 

             ひろむら   しゅんご 

     取締役(非常勤) 広 村  俊 悟  現 ﾄｯﾊﾟﾝ･ﾌｫｰﾑｽﾞ㈱ 顧問 

  

（２）新任監査役候補    

            よしい    てるお 

監査役     吉 井  照 雄  現 管理本部 

 

 いけだ    こういち 

監査役(非常勤) 池 田  浩 一    現 みずほﾌｧｸﾀｰ㈱ 取締役社長 

  

（３）退任予定監査役 

             

    監査役     山 内  則 明    

 

    監査役(非常勤) 山 城  興 英   

 

 

 

 

 

 

 



２．役員の役職異動および人事異動               平成２７年４月１日付 

氏   名 新  所  属 旧  所  属 

藤井 英哉 
取締役 総務部担当、内部統制担当、 

事業投資担当     
取締役 総務部担当、内部統制担当 

木田 喜正 取締役 営業管掌 取締役執行役員 国内営業本部長 

五月女 和男 取締役 埼玉製作所長 製造管掌 
取締役執行役員 製造統括本部長 

        兼 埼玉製作所長 

加藤 昌範 取締役 管理本部長 海外管掌 取締役 管理本部長 

伊藤 義剛 上席執行役員 光応用事業本部長 執行役員 光応用事業本部長 

稲森 真 
上席執行役員 技術本部長  

兼 技術統括課長 

執行役員 技術本部長  

兼 技術統括課長 

有松 正行 
上席執行役員 照明事業戦略本部長 

       兼 照明事業企画部長 

執行役員 照明事業戦略本部長 

     兼 照明事業企画部長 

山田 智彦 執行役員 国内営業本部長 
国内営業本部 副本部長  

兼 大阪営業所長 

井上 博文 執行役員 製造統括本部長 製造統括本部 副本部長 兼 照明部長 

前野 晃宏 技術本部 知財法務部長 兼 法務課長 技術本部 知財法務部 知的財産課長 

漆原 嗣 技術本部 新技術開発部長 ㈱秩父イワサキ 出向 

矢田 慎一郎 
国内営業本部 東京営業所長  

兼 第三営業課長 
国内営業本部 千葉営業所長 

水沢 正  国内営業本部 東京広域営業所長 
国内営業本部 広島営業所長 

兼 営業課長 兼 営業ＣＳ課長 

山川 敏治 国内営業本部 大阪営業所長 国内営業本部 東京広域営業所長 

小佐々 亮 海外事業本部 副本部長 技術本部 新技術開発部長 

長嶋 睦夫 製造統括本部 副本部長 製造統括本部 製造企画管理部長 

瓜田 雄一 製造統括本部 製造企画管理部長 
製造統括本部長付  

兼 大連岩崎電気有限公司 董事長（非常勤）

小川 巧 製造統括本部 照明部長  製造統括本部 照明部 第一商品開発課長 

西沢 義男 製造統括本部 電子機器部長  製造統括本部 電子機器部 回路設計課長 

谷本 雄一 製造統括本部 生産革新部長 ㈱つくばイワサキ 出向  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



新任取締役候補の経歴 
伊藤 義剛 （いとう よしたけ）    ５６才 

  昭和５８年 ３月 立教大学 経済学部 卒業 

同年    ４月 岩崎電気株式会社 入社 

  平成１４年１０月 同 国内営業事業部 営業統括部 営業企画グループ長 

平成１８年 ４月 同 国内営業事業部 営業統括部長 

  平成１９年 ７月 同 管理本部 経営企画部長 

  平成２４年 ６月 同 執行役員 管理本部長 

  平成２４年１０月 同 執行役員 管理本部長 兼 総務部長 

  平成２５年 ４月 同 執行役員 光応用事業本部長  

現在に至る 

 

広村 俊悟  （ひろむら しゅんご）    ６３才 

    昭和５３年 ３月 早稲田大学大学院 商学研究科 卒業 

昭和５５年 ７月 凸版印刷株式会社 入社 

  平成１６年 ４月 同社 広報本部 副本部長 

平成１９年 ６月 同社 取締役 

  平成２２年 ６月 トッパン・フォームズ株式会社 常務取締役 

  平成２６年 ６月 同社 顧問 

           現在に至る 

 

新任監査役候補の経歴 
吉井 照雄 （よしい てるお）     ５９才 

  昭和５３年 ３月 芝浦工業大学 工学部 卒業 
同年    ４月 岩崎電気株式会社 入社 

  平成 ７年 ６月 同 電材営業本部 営業企画推進部 営業企画課長 
平成１４年 ６月 同 経営企画室 経営管理部 企画グループ長 

  平成１８年 ４月 同 光応用事業部 事業推進部長 
  平成２０年 ４月 同 内部監査室長 
  平成２６年 ４月 同 管理本部 
           現在に至る 
                    
    池田 浩一  （いけだ こういち）      ６３才  
    昭和５０年 ３月 東京大学 法学部 卒業 

同年    ４月 株式会社第一勧業銀行（現 みずほ銀行）入社 
    平成１１年 ４月 同行 秘書役 兼 秘書室長 

平成１４年 ４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現 みずほ銀行） 
               執行役員 内幸町営業第一部長 

平成１５年 ４月 同行 執行役員 人事部長 
   平成１６年 ４月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員 
   平成１７年 ４月 みずほ総合研究所株式会社 専務執行役員 
  平成２１年 ４月 ＪＦＥスチール株式会社 監査役 

  平成２３年 ４月 みずほファクター株式会社 代表取締役社長 

           現在に至る 

                                      以上 


