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2019年 5月 8日
各 位

会 社 名 株式会社オカムラ

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 中村 雅行

(コード： 7994 東証第一部）
問合せ先 専務取締役管理本部長 佐藤 潔

電話番号 045-319-3445

役員の異動に関するお知らせ

当社は、2019年 5月 8日開催の取締役会において、下記の通り役員の異動について決議いたしました
のでお知らせいたします。なお、本件は 2019 年 6月 27 日開催予定の第 84 回定時株主総会及び取締役
会において正式決定される予定です。

１． 代表取締役の異動

該当事項はありません。

２． その他の役員の異動

① 新任取締役候補

新役職名 氏 名 現役職名

取締役 福田 栄 （前 （株）三菱UFJ銀行）
 ※ 2019年 5月 21日当社入社予定

社外取締役 塚本 光太郎 三菱商事（株）常務執行役員 総合素材グループ CEO

② 退任予定取締役

現役職名 氏 名 備 考

専務取締役 佐藤 潔 当社 顧問に就任予定

常務取締役 岩田 寿一 当社 監査役に就任予定

社外取締役 田中 格知

取締役 小熊 誠次 当社 顧問に就任予定

取締役 金子 肇 当社 常務執行役員に就任予定

取締役 井上 健 当社 上席執行役員に就任予定

取締役 田尻 誠 当社 上席執行役員に就任予定

取締役 牧野 博 当社 上席執行役員に就任予定

取締役 酒徳 真司 当社 上席執行役員に就任予定

取締役 河野 直木 当社 上席執行役員に就任予定

取締役 荒川 和巳 当社 上席執行役員に就任予定
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③ 新任監査役候補

新役職名 氏 名 現役職名

常勤監査役 岩田 寿一 常務取締役

社外監査役 岸上 恵子 公認会計士

④ 退任予定監査役

現役職名 氏 名 備 考

常勤監査役 守分 宣

社外監査役 岩本 繁

⑤ 新任補欠監査役候補

新役職名 氏 名 現役職名

補欠監査役 内田 晴康 弁護士

⑥ 退任予定補欠監査役

現役職名 氏 名 備 考

補欠監査役 大木 章八

⑦ 取締役の役職異動

新役職名 氏 名 現役職名

代表取締役

社長執行役員

中村 雅行 代表取締役社長

取締役

専務執行役員

菊池 繁治 専務取締役

取締役

専務執行役員

土志田 貞一 専務取締役

取締役

専務執行役員

山本 文雄 常務取締役

取締役

常務執行役員

山木 健一 常務取締役

⑧ 執行役員候補者

新役職名 氏 名 現役職名

執行役員 福田 栄 （前 （株）三菱UFJ銀行）
 ※ 2019年 5月 21日当社入社予定

執行役員 山下 佳一 物流システム事業本部 マーケティング部長

執行役員 佐藤 喜一 管理本部 人事部長

執行役員 近藤 岳文 オフィス営業本部 関西支社長

執行役員 栗原 実良 生産本部 第二事業部長

執行役員 大野 嘉人 マーケティング本部 フューチャーワークスタイル

戦略部長
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【参考】2019年 6月 27日以降の役員等の体制（予定）
 取締役および監査役

役職名 氏 名 担 当

代表取締役 社長執行役員 中村 雅行

取締役   専務執行役員 菊池 繁治 オフィス営業本部長

取締役   専務執行役員 土志田 貞一 コーポレート担当役員 [経営企画部、情報システ
ム部、購買部、業務改革部、広報室] 

取締役   専務執行役員 山本 文雄 商環境事業本部長

取締役   常務執行役員 山木 健一 生産本部長

取締役   執行役員 福田 栄 コーポレート担当役員 [経理部、総務部、環境マネ
ジメント部、監査部内部統制推進室] 

社外取締役 塚本 光太郎

社外取締役 浅野 広視

社外取締役 伊藤 裕慶

常勤監査役 荒谷 克典

常勤監査役 岩田 寿一

社外監査役 鈴木 祐一 弁護士

社外監査役 岸上 恵子 公認会計士

 （注）塚本光太郎氏、浅野広視氏及び伊藤裕慶氏は、会社法第 2条第 15号に定める社外取締役であります。

 執行役員

役職名 氏 名 担 当

常務執行役員 金子 肇 海外営業本部長

上席執行役員 井上 健 商環境事業本部 東日本営業本部長

上席執行役員 田尻 誠 物流システム事業本部長

上席執行役員 牧野 博 テレコム営業本部長

上席執行役員 酒徳 真司 商環境事業本部 西日本営業本部長

上席執行役員 河野 直木 オフィス営業本部 首都圏営業本部長

上席執行役員 荒川 和巳 マーケティング本部長

執行役員 山下 佳一 物流システム事業本部 マーケティング部長

執行役員 佐藤 喜一 コーポレート担当役員 [人事部、人財開発部、
お客様相談室] 

執行役員 近藤 岳文 ヘルスケア事業本部長

執行役員 栗原 実良 生産本部 第二事業部長

執行役員 大野 嘉人 オフィス営業本部 働き方コンサルティング事業

部長

以 上


