
 

 

 

 

2016年 9月 21日 

各 位 

会 社 名 : 富士製薬工業株式会社 

代表者名 : 代表取締役社長    武政 栄治 

（コード番号:4554 東証第一部） 

問合せ先 : 取締役 執行役員 

コーポレート企画部長 井上 誠一 

Ｔ Ｅ Ｌ : 03－3556－3344 

 

役員人事に関するお知らせ 

 

 

本日開催の取締役会において、本年12月21日開催予定の定時株主総会に付議される予定の取締

役人事並びに同年10月1日からの執行役員人事が、下記のとおり決議されましたのでお知らせい

たします。 

 

 

記 

 

1．異動の理由 

  独立的な立場から、幅広い見識を当社経営に活かすべく社外取締役の比率を引き上げる一

方、戦略的かつ機動的に意思決定、業務執行を行うため、社内取締役を減員し執行役員の拡

充を図るため。 

 

 

2．異動の内容 

 1）取締役人事 

 2016年 12月 21日定時株主総会付議予定 

新任  2名 

氏名 新 現 

笠井 隆行 取締役 － 

平井 敬二 取締役（社外） － 

 



 

 

 

2）執行役員人事 

 2016年 10月 1日付 

新任  6名 

氏名 新 現 

笠井 隆行 副社長  生産本部長 － 

桜井 和久 執行役員 信頼性保証部長 
信頼性保証部 信頼性保証グループ  

安全管理課リーダー 

金山 良成 執行役員 研究部長 
製造部 第 1製造グループ  

マネージャー 

海堀 寛 執行役員 営業企画部長 
営業企画部 学術支援グループ 兼 

 画像診断薬グループ マネージャー 

森田 周平 執行役員 営業部長 
営業部 関東第一支店 

マネージャー 

吉末 貴則 執行役員 製造部長 
製造部 第 2製造グループ  

マネージャー 

 

 

 

【添付資料】 

①2016年 12月 21日開催予定の定時株主総会日以降の取締役・監査役体制 

 ②2016年 10月 1日以降の執行役員体制 

③新任取締役候補者の略歴 

 

 

 

 以上



 

 

 

 

                                       

①2016年 12月 21日開催予定の定時株主総会日以降の取締役・監査役体制（※：新任） 

代表取締役会長 今井 博文 

代表取締役社長 武政 栄治 

取締役 笠井 隆行※ 

取締役  小澤 雅之 

取締役  井上 誠一 

取締役（社外） 小沢 伊弘 

取締役（社外） 内田 正行 

取締役（社外） 田中 秀一 

取締役（社外） 平井 敬二※ 

常勤監査役 徳永 賢一 

監査役（社外） 三村 藤明 

監査役（社外） 佐藤 明 

 

 

②2016年 10月 1日以降の執行役員体制（※：新任） 

社長 武政 栄治 

副社長    生産本部長 笠井 隆行※ 

常務執行役員 研究開発本部長 小澤 雅之 

常務執行役員 コーポレート本部長 井上 誠一 

常務執行役員 

OLIC (Thailand)Limited 同社 Managing Director 

上出 豊幸 

常務執行役員 営業本部長 三橋 厚弥 

常務執行役員 富山工場長 山崎 由実子 

執行役員   開発部長 長縄 正之 

執行役員   事業開発部長 野崎 隆宏 

執行役員   信頼性保証部長 桜井 和久※ 

執行役員   研究部長 金山 良成※ 

執行役員   営業企画部長 海堀 寛※ 

執行役員   営業部長 森田 周平※ 

執行役員   製造部長 吉末 貴則※ 

 

 

添付資料 



 

 

 

③新任取締役候補者の略歴 

 笠井
かさい

 隆行
たかゆき

   

  ≪略歴≫ 

1985年 4月 塩野義製薬株式会社 入社 

2002年 4月 同社 生産技術研究所 CMCオフィス長 兼 治験薬製造室長 

2006年 6月 武州製薬株式会社 出向 

 同社 代表取締役社長 

2010年 4月 同社 入社 

 同社 代表取締役社長 

2016年 4月 同社 会長 

2016年 10月 富士製薬工業株式会社 入社（予定） 

 

 

 平井
ひらい

 敬二
けいじ

  

  ≪略歴≫ 

1972年 4月 杏林製薬株式会社 入社 

2002年 6月 同社 取締役 創薬研究本部長 

2005年 6月 同社 取締役 常務執行役員 創薬研究本部長 

2006年 1月 
株式会社キョーリン（現キョーリン製薬ホールティングス株式

会社）取締役 知的財産担当 

2007年 6月 同社 取締役 専務執行役員 知的財産担当 

 
杏林製薬株式会社 取締役 専務執行役員  

研究本部長 知的財産担当 

2008年 6月 株式会社キョーリン 取締役 専務執行役員  

研究・開発・知的財産担当 

 
杏林製薬株式会社 取締役 専務執行役員  

研究本部長 開発本部・知的財産担当 

2009年 6月 杏林製薬株式会社  代表取締役社長  

研究開発本部長 事業開発部担当 

2012年 6月 杏林製薬株式会社 取締役相談役 

2013年 6月 同社 相談役（現任） 

 


