
 

平成 28 年 5 月 20 日 

各     位 

上場会社名 株式会社 ニコン 

代表者 取締役社長 牛田 一雄 

(コード番号  7731 東証第一部） 

問合せ先   経営戦略本部広報・IR 部長  豊田 陽介 

(電話番号    03-6433-3741） 

代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ 

株式会社ニコン（社長：牛田 一雄、東京都港区）は、5月20日の取締役会において、下記のとおり 

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の異動および監査等 

委員会設置会社に移行後の役員人事を内定しましたので、お知らせいたします。 

 なお、監査等委員会設置会社への移行につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行 

および定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。 

役員の異動について（平成28年6月29日付） 

1. 新任代表取締役候補者

氏名 新役職 現役職 

岡 昌志 代表取締役 兼 副社長執行役員 兼 

CFO 

株式会社三菱東京 UFJ 銀行 顧問 兼 

当社顧問 

2. 新任社外取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

氏名 兼職 

根岸 秋男 明治安田生命保険相互会社 取締役代表執行役社長 

3. 新任監査等委員である取締役候補者

氏名 新役職 現役職 

橋爪 規夫 常勤監査等委員 常勤監査役 

藤生 孝一 常勤監査等委員 常勤監査役 
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4. 新任監査等委員である社外取締役候補者 

※現当社社外監査役 

 

5. 昇任執行役員候補者 

氏名 新役職 現役職 

村松 享幸 常務執行役員 FPD 装置事業部長 執行役員 FPD 装置事業部長 

 

6. 新任執行役員候補者 

氏名 新役職 現役職 

鈴木 博之 執行役員 情報セキュリティ推進本

部長 兼 IT ソリューション本部長 

情報セキュリティ推進本部長 兼  

IT ソリューション本部長 

池上 博敬 執行役員 映像事業部マーケティン

グ統括部長  

映像事業部マーケティング統括部 

第一マーケティング部長 

 

7. 退任予定取締役 

氏名 現役職 

伊藤 純一 （顧問を委嘱予定） 代表取締役 兼 副社長執行役員 兼 CFO 

松尾 憲治 社外取締役 

樋口 公啓 社外取締役 

 

8. 退任予定執行役員 

氏名 現役職 

風見 一之 （顧問を委嘱予定） 執行役員 新事業開発本部長 

 

 

 

 

 

 

 

氏名 兼職 

上原 治也※ 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 最高顧問 

畑口 紘※ 弁護士  畑口紘法律事務所 

石原 邦夫 東京海上日動火災保険株式会社 相談役 
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新任代表取締役候補者の略歴等 

氏名 岡 昌志（おか まさし） 

生年月日 昭和30年7月11日 

略歴 昭和54年4月  株式会社三菱銀行入行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行） 

平成16年6月  シンジケーション部長 

平成17年6月  執行役員（ユニオン・バンク・オブ・カリフォルニア副会長）

平成20年4月  執行役員 CIB推進部長 

平成21年10月   常務執行役員 投資銀行業務およびCIB推進部担当 

平成22年7月  常務執行役員（ユニオンバンク頭取 兼 最高経営責任者） 

平成24年5月  常務執行役員 米州総代表（ユニオンバンク頭取 兼 最高経営 

               責任者を兼務） 

平成25年5月  専務執行役員 

平成26年7月  顧問 米州MUFGホールディングスコーポレーション会長 

平成27年10月  顧問 

平成28年5月  (兼職) 当社顧問 

所有当社株式数 0株 

 

新役員一覧 （平成28年6月29日付） 

1. 取締役 

*  代表取締役 

** 社外取締役 

役職 氏名  

取締役会長 * 木村 眞琴  

取締役社長 * 牛田 一雄  

取締役 * 岡 昌志 新任 

取締役  岡本 恭幸   

取締役  大木 裕史   

取締役  本田 隆晴   

取締役  浜田 智秀   

取締役  正井 俊之   

取締役 **  根岸 秋男 新任 

取締役       常勤監査等委員 橋爪 規夫 新任 

取締役       常勤監査等委員 藤生 孝一 新任 

取締役 **   監査等委員 上原 治也 新任 

取締役 **   監査等委員 畑口 紘 新任 

取締役 **    監査等委員 石原 邦夫 新任 
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2. 執行役員 

役職 氏名  

社長執行役員 牛田 一雄  

副社長執行役員 兼 CFO 岡 昌志 新任 

常務執行役員 岡本 恭幸  

常務執行役員 大木 裕史  

常務執行役員 本田 隆晴  

常務執行役員 馬立 稔和  

常務執行役員 浜田 智秀  

常務執行役員 御給 伸好  

常務執行役員 中島 正夫  

常務執行役員 村松 享幸 昇任 

執行役員 今 常嘉  

執行役員 岩岡 徹  

執行役員 吉川 健二  

執行役員 中村 温巳  

執行役員 小田島 匠  

執行役員 長塚 淳  

執行役員 谷井 洋二郎  

執行役員 平岩 弘之  

執行役員 山本 哲也  

執行役員 杉本 直哉  

執行役員 中山 正  

執行役員 新谷 誠  

執行役員 濱谷 正人  

執行役員 萩原 哲  

執行役員 鈴木 博之 新任 

執行役員 池上 博敬 新任 

 

以上 
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