
 

 

 

 

平成２９年１月２７日 

各 位 

 

 

 

役員及び執行役員の異動について 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り役員及び執行役員の異動を決議いたしましたのでお知らせします。 

 

記 

１．伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 

（１）３月１日付 

①退任取締役 

氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

奥田 英人 - 取締役執行役員 

ＣＳＲ部担当、品質保証部担当 

 

②取締役の担当職務の変更 

氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

柴山 育朗 代表取締役副社長 

ＣＳＲ部担当、品質保証部担当 

代表取締役副社長 

 

（２）４月１日付 

①取締役の担当職務の変更 

氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

石井 隆 取締役 取締役執行役員 

経理財務部担当、人事総務部担当 

市田 健一 取締役 取締役執行役員 

経営企画部担当 

 

②新任執行役員 

氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

大沼 尚人 常務執行役員 

経理財務部担当、総務部担当、人事部担当

- 

山口 研 執行役員 - 

米田 雅行 執行役員 - 

 

会 社 名 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 宮 下  功

 （コード番号2296 東証1部）

問合せ先 経営企画部ＩＲ室長 高 武  彰

 （ TEL 03-5723-6889）
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（３）６月下旬（伊藤ハム米久ホールディングス株式会社定時株主総会にて決議予定） 

①新任取締役 

氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

小川 広通 取締役会長 - 

大沼 尚人 取締役常務執行役員 

経理財務部担当、総務部担当、人事部担当

常務執行役員 

経理財務部担当、総務部担当、人事部担当

山口 研 取締役執行役員 執行役員 

米田 雅行 取締役執行役員 執行役員 

 

②退任取締役 

氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

堀尾 守 - 取締役会長 

石井 隆 非常勤顧問 取締役 

市田 健一 非常勤顧問 取締役 

 

（４）役員一覧 

別紙１をご覧ください。 

 

２．伊藤ハム株式会社 

（１）１月３１日付 

①退任執行役員 

氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

浦田 寛之 - 執行役員 

加工食品事業本部事業戦略統括部長 

 

（２）２月１日付 

①取締役の担当職務の変更 

氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

米田 雅行 取締役執行役員 

加工食品事業本部長、事業戦略統括部長 

取締役執行役員 

加工食品事業本部長 

 

（３）３月３１日付 

①退任取締役 

氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

石井 隆 - 取締役専務執行役員 

管理本部長、本社統括 

市田 健一 - 取締役執行役員 

経営戦略部担当 
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②退任執行役員 

氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

小谷 健二 嘱託 

 

執行役員 

伊藤ハム米久ホールディングス／ＣＳＲ部

長、品質保証部長 

 

（４）４月１日付 

①新任取締役 

氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

大沼 尚人 取締役専務執行役員 

管理本部長 

 

 

②昇役取締役及び担当職務の変更 

氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

米田 雅行 取締役常務執行役員 

加工食品事業本部長 

取締役執行役員 

加工食品事業本部長、事業戦略統括部長 

 

③新任執行役員 

氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

陶 愼陽 執行役員 

食肉事業本部国内食肉本部 副本部長、国

内ポートリー部長 

食肉事業本部ポートリー部長 

 

④執行役員の担当職務の変更 

氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

松原 良司 執行役員 

伊藤ハム米久ホールディングス／経営企画

部長 

執行役員 

経営戦略部長、ＰＭＩ推進室長、伊藤ハム米

久ホールディングス／経営企画部長 

高橋 伸 執行役員 

本社統括 

執行役員 

管理本部財経部長、伊藤ハム米久ホールデ

ィングス／経理財務部長 

松崎 義郎 執行役員 

伊藤ハム米久ホールディングス／人事部長 

執行役員 

管理本部人事総務部長、伊藤ハム米久ホー

ルディングス／人事総務部長 

春名 公喜 執行役員 

加工食品事業本部事業戦略統括部長、マー

ケティング部長、物流統括部担当 

執行役員 

加工食品事業本部フードサービス営業本部

長 

牛丸 友幸 執行役員 

加工食品事業本部営業本部長 

執行役員 

加工食品事業本部家庭用営業本部長 
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（５）６月中旬（伊藤ハム株式会社定時株主総会にて決議予定） 

①新任取締役 

氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

小川 広通 取締役 - 

 

②退任取締役 

氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

堀尾 守 - 取締役 

 

（６）役員一覧 

別紙２をご覧ください。 

 

３．米久株式会社 

（１）３月１日付 

①新任取締役 

氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

浦田 寛之 取締役常務執行役員 

経営企画室長 

- 

 

②退任取締役 

氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

奥田 英人 - 取締役専務執行役員 

経営企画室長  

 

（２）４月１日付 

①昇役取締役 

氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

堀内 朗久 取締役専務執行役員  
営業本部長 

取締役常務執行役員  
営業本部長 

 

②取締役の担当職務の変更 

氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

福西 毅 取締役常務執行役員 

生産本部長、品質管理部長 

取締役常務執行役員 

生産本部長、品質管理部管掌 

 

③新任執行役員 

氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

吉野 裕彦 執行役員 

商品本部食肉事業部長 

商品本部食肉事業部長 
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④執行役員の担当職務の変更 

氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

曽根 正明 常務執行役員 

研究開発チーム担当 

常務執行役員  

生産本部 R&D ユニットマネージャー 

青柳 敏文 執行役員 

管理本部副本部長、伊藤ハム米久ホールデ

ィングス／経営企画部ＩＲ室 

執行役員  

管理本部副本部長、総務人事部長、伊藤ハ

ム米久ホールディングス／経営企画部ＩＲ室 

岩間 定樹 執行役員 

伊藤ハム米久ホールディングス／品質保証

部長 

執行役員 

品質管理部長 

市川 博久 執行役員  

アイエイチロジスティクスサービス／代表取

締役社長 

執行役員  

商品本部物流ユニットマネージャー 

玉井 裕之 執行役員 

営業本部冷凍食品ユニットマネージャー、首

都圏事務所長 

執行役員  

商品本部冷食事業部長、首都圏事務所長 

 

（３）６月中旬（米久株式会社定時株主総会にて決議予定） 

①新任取締役 

氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

小川 広通 取締役 - 

 

②退任取締役 

氏名 ＜新＞ ＜現＞ 

堀尾 守 - 取締役 

 

（４）役員一覧 

別紙３をご覧ください。 

 

 

以上 
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別紙１ 

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 役員・執行役員一覧 

平成２９年４月１日 

役位 氏名 職名 

取締役会長 堀尾  守   

代表取締役社長 宮下  功   

代表取締役副社長 柴山  育朗  ＣＳＲ部担当、品質保証部担当 

取締役常務執行役員 御園生  一彦   

取締役 石井  隆   

取締役 市田  健一   

取締役（社外） 棟方  信彦   

取締役（社外） 種本  祐子   

常勤監査役 藤原  芳士   

監査役（社外） 今村  昭文   

監査役（社外） 市東  康男   

常務執行役員 大沼  尚人 経理財務部担当、総務部担当、人事部担当 

執行役員 山口  研   

執行役員 米田  雅行   

 

平成２９年６月（定時株主総会後の体制） 

役位 氏名 職名 

取締役会長 小川  広通   

代表取締役社長 宮下  功   

代表取締役副社長 柴山  育朗  ＣＳＲ部担当、品質保証部担当 

取締役常務執行役員 御園生  一彦   

取締役常務執行役員 大沼  尚人 経理財務部担当、総務部担当、人事部担当 

取締役執行役員 山口  研   

取締役執行役員 米田  雅行   

取締役（社外） 棟方  信彦   

取締役（社外） 種本  祐子   

常勤監査役 藤原  芳士   

監査役（社外） 今村  昭文   

監査役（社外） 市東  康男   

 

  



 

 

 

別紙２ 

伊藤ハム株式会社 役員・執行役員一覧 

平成２９年４月１日 
役位 氏名 職名 

代表取締役社長 柴山  育朗    

取締役専務執行役員 大沼  尚人 管理本部長 

取締役常務執行役員 山口  研 食肉事業本部長 

取締役常務執行役員 米田  雅行 加工食品事業本部長 

取締役執行役員 伊藤  功一 
ＡＮＺＣＯ ＦＯＯＤＳ ＬＴＤ． Ｄｉｒｅｃｔｏｒ ｏｆ ｔｈｅ Ｂｏａｒｄ 
Ｇｅｎｅｒａｌ Ｍａｎａｇｅｒ  Ｓｔｒａｔｅｇｙ ＆ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ 

取締役 堀尾  守   
取締役 御園生  一彦   
取締役 宮下  功   

常勤監査役 中島  壽徳   

監査役 藤原  芳士   

執行役員 松原  良司 伊藤ハム米久ホールディングス／経営企画部長 

執行役員 松崎  義郎 伊藤ハム米久ホールディングス／人事部長 

執行役員 高橋  伸 本社統括 

執行役員 野須  昭彦 食肉事業本部 国内食肉本部長、東日本担当 

執行役員 陶  愼陽 食肉事業本部 国内食肉副本部長、国内ポートリー部長 

執行役員 大月  隆二 食肉事業本部 加工食肉事業部長 

執行役員 前滝  次郎 食肉事業本部 海外食肉本部長、西日本担当 

執行役員 石松  嘉幸 加工食品事業本部 生産本部長、購買部担当､中央研究所担当 

執行役員 牛丸  友幸 加工食品事業本部 営業本部長 

執行役員 春名  公喜 
加工食品事業本部 事業戦略統括部長､マーケティング部長、物流統
括部担当 

執行役員 野澤  克己 
米久／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 

 

平成２９年６月（定時株主総会後の体制） 
役位 氏名 職名 

代表取締役社長 柴山  育朗    

取締役専務執行役員 大沼  尚人 管理本部長 

取締役常務執行役員 山口  研 食肉事業本部長 

取締役常務執行役員 米田  雅行 加工食品事業本部長 

取締役執行役員 伊藤  功一 
ＡＮＺＣＯ ＦＯＯＤＳ ＬＴＤ． Ｄｉｒｅｃｔｏｒ ｏｆ ｔｈｅ Ｂｏａｒｄ 
Ｇｅｎｅｒａｌ Ｍａｎａｇｅｒ  Ｓｔｒａｔｅｇｙ ＆ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ 

取締役 御園生  一彦   
取締役 宮下  功   

取締役 小川  広通   

常勤監査役 中島  壽徳   

監査役 藤原  芳士   

執行役員 松原  良司 伊藤ハム米久ホールディングス／経営企画部長 

執行役員 松崎  義郎 伊藤ハム米久ホールディングス／人事部長 

執行役員 高橋  伸 本社統括 

執行役員 野須  昭彦 食肉事業本部 国内食肉本部長、東日本担当 

執行役員 陶  愼陽 食肉事業本部 国内食肉副本部長、国内ポートリー部長 

執行役員 大月  隆二 食肉事業本部 加工食肉事業部長 

執行役員 前滝  次郎 食肉事業本部 海外食肉本部長、西日本担当 

執行役員 石松  嘉幸 加工食品事業本部 生産本部長、購買部担当､中央研究所担当 

執行役員 牛丸  友幸 加工食品事業本部 営業本部長 

執行役員 春名  公喜 
加工食品事業本部 事業戦略統括部長､マーケティング部長、物流統
括部担当 

執行役員 野澤  克己 
米久／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 

 

  



 

 

 

別紙３ 

米久株式会社 役員・執行役員一覧 

平成２９年４月１日 
役位 氏名 職名 

代表取締役社長 御園生  一彦   

取締役専務執行役員 堀内  朗久 営業本部長 

取締役常務執行役員 浦田  寛之 経営企画室長 

取締役常務執行役員 福西  毅 生産本部長 、品質管理部長 

取締役常務執行役員 野澤  克己 管理本部長 、コンプライアンス担当役員 

取締役 宮下  功   

取締役 堀尾  守   

取締役 柴山  育朗   

常勤監査役 土屋  昌樹   

監査役 藤原  芳士   

常務執行役員 曽根  正明 研究開発チーム担当 

常務執行役員 野口  英俊 商品本部長 

上席執行役員 海和  俊雄 営業本部副本部長 、営業統括部長 

執行役員 諸伏  達美 伊藤ハム米久ホールディングス／監査室 

執行役員 市川  博久 アイエイチロジスティクスサービス／代表取締役社長 

執行役員 青柳  敏文 
管理本部副本部長、伊藤ハム米久ホールディングス／経営企画部
ＩＲ室 

執行役員 岩間  定樹 伊藤ハム米久ホールディングス／品質保証部長 

執行役員 堀内  愼二  米久かがやき／代表取締役社長 

執行役員 玉井  広之 営業本部 冷凍食品ユニットマネージャー、首都圏事務所長 

執行役員 吉野  裕彦 商品本部 食肉事業部長 

 

平成２９年６月（定時株主総会後の体制） 
役位 氏名 職名 

代表取締役社長 御園生  一彦   

取締役専務執行役員 堀内  朗久 営業本部長 

取締役常務執行役員 浦田  寛之 経営企画室長 

取締役常務執行役員 福西  毅 生産本部長 、品質管理部長 

取締役常務執行役員 野澤  克己 管理本部長 、コンプライアンス担当役員 

取締役 宮下  功   

取締役 柴山  育朗   

取締役 小川  広通   

常勤監査役 土屋  昌樹   

監査役 藤原  芳士   

常務執行役員 曽根  正明 研究開発チーム担当 

常務執行役員 野口  英俊 商品本部長 

上席執行役員 海和  俊雄 営業本部副本部長 、営業統括部長 

執行役員 諸伏  達美 伊藤ハム米久ホールディングス／監査室 

執行役員 市川  博久 アイエイチロジスティクスサービス／代表取締役社長 

執行役員 青柳  敏文 
管理本部副本部長、伊藤ハム米久ホールディングス／経営企画部
ＩＲ室 

執行役員 岩間  定樹 伊藤ハム米久ホールディングス／品質保証部長 

執行役員 堀内  愼二  米久かがやき／代表取締役社長 

執行役員 玉井  広之 営業本部 冷凍食品ユニットマネージャー、首都圏事務所長 

執行役員 吉野  裕彦 商品本部 食肉事業部長 

 


