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平成 28 年 1 月 29 日 

各 位 

 

会 社 名 伊 藤 ハ ム 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長  堀尾  守 

 （コード番号 2284 東証1部）  

問合せ先 広 報 ・ Ｉ Ｒ 部 長 

細 見  忠 

 （TEL ０７９８-６６-１２３１） 

 

会 社 名 米 久 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長  宮下  功 

 （コード番号 2290 東証1部）  

問合せ先 執 行 役 員 I R 室 長 

青 柳 敏 文 

 （TEL 055-929-2797） 

 

 

「伊藤ハム米久ホールディングス株式会社」及び主要会社の役員人事に関するお知らせ 

 

伊藤ハム株式会社（以下、「伊藤ハム」）及び米久株式会社（以下、「米久」）は、両社の経営統合に伴い、

平成28年4月1日付で設立する持株会社「伊藤ハム米久ホールディングス株式会社」の役員の分掌及び同社

グループの主要会社の役員人事につきまして、下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

I. 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 

1. 取締役 

氏名 新職 現職 

堀尾 守 取締役会長 伊藤ハム 代表取締役社長 

宮下 功 代表取締役社長 米 久   代表取締役社長 

柴山 育朗 代表取締役副社長 

 

伊藤ハム 取締役常務執行役員 

加工食品事業本部長 

購買部・中央研究所担当 

御園生 一彦 取締役常務執行役員 

 

伊藤ハム 取締役常務執行役員 

食肉事業本部長 

石井 隆 取締役執行役員 

管理担当 

伊藤ハム 取締役専務執行役員 

管理本部長 

市田 健一 取締役執行役員 

経営戦略担当 

伊藤ハム 取締役執行役員 

経営戦略部・CSR本部担当 
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奥田 英人 取締役執行役員 

CSR担当 

米 久   取締役常務執行役員 

経営企画室長 

商品本部管掌 

棟方 信彦 取締役（社外） 伊藤ハム 取締役（社外） 

種本 祐子 取締役（社外） 米 久   取締役（社外） 

 

2. 監査役 

氏名 新役職 現役職 

藤原 芳士 常勤監査役 伊藤ハム 常勤監査役 

今村 昭文 非常勤監査役（社外） 伊藤ハム 非常勤監査役（社外） 

市東 康男 非常勤監査役（社外） 米 久   非常勤監査役（社外） 

 

II. 伊藤ハム株式会社 

1. 取締役 

氏名 新役職 現役職 

柴山 育朗 代表取締役社長 

加工食品事業本部長 

取締役常務執行役員 

加工食品事業本部長 

購買部・中央研究所担当 

石井 隆 取締役専務執行役員 

管理本部長 

取締役専務執行役員 

管理本部長 

山口 研 取締役常務執行役員 

食肉事業本部長 

執行役員  

食肉事業本部副事業本部長 

伊藤 功一 取締役執行役員 

ANZCO FOODS LTD. 

Director of the Board 

General Manager 

Strategy & Business Development 

取締役執行役員 

加工食品事業本部 

フードサービス営業本部長 

市田 健一 取締役執行役員 

経営戦略部・ＣＳＲ本部担当 

取締役執行役員 

経営戦略部・CSR 本部担当 

米田 雅行 取締役執行役員 

加工食品事業本部副事業本部長 

加工食品事業本部 

フードサービス営業本部ＣＶＳ営業部長 

堀尾 守 取締役 代表取締役社長 

御園生 一彦 取締役 取締役常務執行役員 

食肉事業本部長 

宮下 功 取締役 米 久 代表取締役社長 

 

2. 監査役 

氏名 新役職 現役職 

中島 壽徳 常勤監査役 常勤監査役 

藤原 芳士 非常勤監査役 常勤監査役 

中山 繁太郎 非常勤監査役（社外） 非常勤監査役（社外） 
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3. 執行役員(取締役兼任者を除く) 

氏名 新役職 現役職 

野澤 克己 執行役員 経営戦略部長 経営戦略部長 

小谷 健二 執行役員 ＣＳＲ本部長 執行役員 ＣＳＲ本部長 

高橋 伸 執行役員 管理本部財経部長 執行役員 管理本部財経部長 

松崎 義郎 執行役員 管理本部人事総務部長 執行役員 管理本部人事総務部長 

野須 昭彦 執行役員 食肉事業本部 

国内食肉本部長、東日本担当 

執行役員 食肉事業本部 

国内食肉本部長、東日本担当 

大月 隆二 執行役員 食肉事業本部 

加工食肉事業部長 

食肉事業本部 

加工食肉事業部長 

前滝 次郎 執行役員 食肉事業本部 

海外食肉本部長、西日本担当 

執行役員 食肉事業本部 

海外食肉本部長、西日本担当 

浦田 寛之 執行役員 加工食品事業本部 

事業戦略統括部長 

執行役員 加工食品事業本部 

事業戦略統括部長 

石松 嘉幸 執行役員 加工食品事業本部 

生産本部長、購買部・中央研究所担当 

執行役員 加工食品事業本部 

生産本部長 

牛丸 友幸 執行役員 加工食品事業本部 

家庭用営業本部長 

執行役員 加工食品事業本部 

家庭用営業本部長 

春名 公喜 執行役員 加工食品事業本部 

フードサービス営業本部長 

加工食品事業本部事業戦略統括部 

業務用企画部長 

 

III. 米久株式会社 

1. 取締役 

氏名 新役職 現役職 

御園生 一彦 代表取締役社長 伊藤ハム 取締役常務執行役員 

食肉事業本部長 

奥田 英人 取締役専務執行役員 

経営企画室長 

取締役常務執行役員 

経営企画室長、商品本部管掌 

岡林 周吾 取締役常務執行役員 

管理本部長、コンプライアンス担当役員 

執行役員 

管理本部副本部長 

福西 毅 取締役常務執行役員  

生産本部長、品質保証部管掌 

取締役常務執行役員  

生産本部長、品質保証部管掌 

堀内 朗久 取締役常務執行役員  

営業本部長 

取締役常務執行役員  

営業本部長 

宮下 功 取締役 代表取締役社長 

柴山 育朗 取締役 伊藤ハム 取締役常務執行役員 

加工食品事業本部長 

購買部・中央研究所担当 

堀尾 守 取締役 伊藤ハム 代表取締役社長 
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2. 監査役 

氏名 新役職 現役職 

土屋 昌樹 常勤監査役 常勤監査役 

藤原 芳士 非常勤監査役 伊藤ハム 常勤監査役 

大川 康平 非常勤監査役（社外） 非常勤監査役（社外） 

 

3. 執行役員(取締役兼任者を除く) 

氏名 新役職 現役職 

曽根 正明 常務執行役員 

生産本部 R&D ユニットマネージャー 

常務執行役員 

生産本部 R&D ユニットマネージャー 

野口 英俊 常務執行役員 

商品本部長 

執行役員  

商品本部長 

海和 俊雄 上席執行役員 

営業本部副本部長、営業統括部長 

上席執行役員 

営業本部副本部長、営業統括部長 

諸伏 達美 執行役員 

監査部長 

執行役員 

米久デリカフーズ株式会社 

代表取締役社長 

青柳 敏文 執行役員  

管理本部副本部長、総務人事部長 

執行役員  

管理本部副本部長、管理部長、ＩＲ室長 

市川 博久 執行役員  

商品本部物流ユニットマネージャー 

執行役員  

商品本部物流ユニットマネージャー 

岩間 定樹 執行役員  

品質保証部長 

執行役員  

品質保証部長 

堀内 愼二 執行役員 

米久かがやき株式会社 

代表取締役社長 

執行役員 

米久かがやき株式会社 

代表取締役社長 

玉井 広之 執行役員 

営業本部冷食事業部長 

営業本部冷食事業部長 

 

以 上 


