
マネジメント体制

社外取締役*  
（2019年6月定時株主総会終了時点）

ルイーズ・ペントランド
所有株式数： 700株
社外取締役在任期間： 4年
1997 年 弁護士登録（英国）
2001 年 Nokia Corporation

 ノキアネットワークス シニアリーガルカウンセル
2007 年 同社バイスプレジデント兼

 チーフリーガルオフィサー代行兼
   知的財産法務部門長
2008 年 同社シニアバイスプレジデント兼

 チーフリーガルオフィサー
2009 年 弁護士登録（米国ニューヨーク州）
2011 年 Nokia Corporation エグゼクティブバイスプ 

レジデント兼チーフリーガルオフィサー（2014
年 5 月退任）

2015 年 eBay Inc. ペイパル部門ゼネラルカウンセル
 当社取締役
 PayPal Holdings, Inc. 

   シニアバイスプレジデント兼
   チーフリーガルオフィサー
2016 年 同社エグゼクティブバイスプレジデント兼

 チーフビジネスアフェアーズ&リーガルオフィサー
   （現職）

ジョージ・バックリー
所有株式数： 5,300株
社外取締役在任期間： 7年
1993 年 Emerson Electric Company モーター、

 ドライブ＆アプライアンスCTO
1994 年 同社米国エレクトリカルモーターズ プレジデント
1997 年 Brunswick Corporation 

 コーポレートバイスプレジデント兼
 マーキュリーマリーンディビジョン プレジデント

2000 年 同社プレジデント兼 COO
   同社取締役会長兼 CEO
2005 年 3M Company 取締役会長兼プレジデント兼CEO
2012 年 同社取締役会長（2012 年 5 月退任）

 Arle Capital Partners Limited 会長
   （2015 年 12 月退任）

 当社取締役

シンシア・キャロル
所有株式数： 1,000株
社外取締役在任期間： 6年
1991 年 Alcan Inc. フォイルプロダクツ

 ゼネラルマネージャー
1996 年 同社オーギニッシュアルミナリミテッド 

 マネージングディレクター
1998 年 同社ボーキサイトアルミナアンド

 スペシャリティケミカルズ プレジデント
2002 年 同社プライマリーメタルグループ 

 プレジデント兼 CEO
2007 年 Anglo American plc. CEO（2013年 4月退任）
2013 年 当社取締役

望月 晴文
所有株式数： 2,900株
社外取締役在任期間： 7年

取締役会議長　指名委員長　報酬委員長　
2002 年 経済産業省大臣官房商務流通審議官
2003 年 同省中小企業庁長官
2006 年 同省資源エネルギー庁長官
2008 年 経済産業事務次官
2010 年 内閣官房参与（2011 年 9 月退任）

 日本生命保険（相）特別顧問（2013年 4月退任）
2012 年 当社取締役
2013 年 東京中小企業投資育成（株）代表取締役社長
   （現職）

井原 勝美
所有株式数： 300株
社外取締役在任期間： 1年
2005 年 ソニー（株）取締役 代表執行役副社長
2009 年 同社業務執行役員 副社長
   ソニーフィナンシャルホールディングス（株）
   代表取締役副社長
2010 年 同社代表取締役社長
2011 年 ソニー生命保険（株）代表取締役社長
2015 年 同社取締役会長（2017 年 6 月退任）
2016 年 ソニーフィナンシャルホールディングス（株）
   取締役会長
       （2017 年 6月退任）
2018 年 当社取締役

ジョー・ハーラン
所有株式数： 300株
社外取締役在任期間： 1年
1999 年 General Electric Company 照明事業 
   バイスプレジデント兼CFO
2001 年 3M Company コーポレートフィナンシャル
   プランニングアンドアナリシス バイスプレジデント
2002 年 住友スリーエム（株）代表取締役
2004 年 3M Company 
   エレクトロアンドコミュニケーションズ

 ビジネス エグゼクティブバイスプレジデント
2009 年 同社コンシューマアンドオフィスビジネス 

 エグゼクティブバイスプレジデント
2011 年 The Dow Chemical Company パフォーマンス
   マテリアルズ エグゼクティブバイスプレジデント
2012 年 同社ケミカルズ、エナジーアンドパフォーマンス
   マテリアルズ エグゼクティブバイスプレジデント
2014年 同社マーケットビジネス 
   チーフコマーシャルオフィサー（CCO）兼
   バイスチェアマン
2015 年 同社バイスチェアマン兼 CCO
   （2017 年 8 月退任）
2018 年 当社取締役

* 当社の社外取締役は当社および上場金融商品取引
所の定める独立性の基準を充たしています。
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取締役  
（2019年6月定時株主総会終了時点）

中村 豊明
所有株式数： 16,200株
1975 年 当社入社
2006 年 財務一部長
2007 年 代表執行役 執行役専務

 代表執行役 執行役専務兼取締役
2009 年 代表執行役 執行役専務
2012 年 代表執行役 執行役副社長（2016 年 3 月退任）
2016 年 当社取締役

委員会の構成（下線は委員長）
指名委員会： 望月晴文、シンシア・キャロル、吉原寛章、中西宏明

監査委員会： 吉原寛章、井原勝美、望月晴文、山本高稔、中村豊明

報酬委員会： 望月晴文、井原勝美、山本高稔、東原敏昭

中西 宏明
所有株式数： 70,600株
1970 年 当社入社
2003 年 執行役常務
2004 年 執行役専務
2005 年 Hitachi Global Storage Technologies, Inc. 

 取締役会長兼 CEO（2009 年 3 月 CEO 退任）
2006 年 当社執行役副社長（2006 年 12 月退任）
2009 年 当社代表執行役 執行役副社長
   Hitachi Global Storage Technologies, Inc.
   取締役会長（2010 年 3 月退任）
2010 年 当社代表執行役 執行役社長
   当社代表執行役 執行役社長兼取締役
2014 年 当社代表執行役 執行役会長兼 CEO 兼取締役
2016 年 当社取締役会長兼代表執行役
2018 年 当社取締役会長兼執行役

吉原 寛章
所有株式数： 1,800株
社外取締役在任期間： 5年

監査委員長
1978 年 ピートマーウィックミッチェル会計事務所入所
1996 年 KPMG LLP パシフィックリム関連事業部門

 マネージングパートナー
1997 年 同社取締役
2003 年 KPMGインターナショナル副会長兼

 グローバルマネージングパートナー 
 （2007 年 4 月退任）

2014 年 当社取締役

東原 敏昭
所有株式数： 69,900株
1977 年 当社入社
2007 年 執行役常務（2008 年３月退任）
2008 年 Hitachi Power Europe GmbH プレジデント
2010 年 （株）日立プラントテクノロジー

 代表執行役 執行役社長
   同社代表取締役 取締役社長
2011 年 当社執行役常務
2013 年 当社執行役専務
2014 年 当社代表執行役 執行役社長兼 COO
   当社代表執行役 執行役社長兼 COO兼取締役
2016 年 当社代表執行役 執行役社長兼 CEO 兼取締役

山本 高稔
所有株式数： 7,700株
社外取締役在任期間： 3年
1995 年 モルガン・スタンレー証券会社

 マネージングディレクター
1999 年 同社東京支店マネージングディレクター兼副会長
2005 年 UBS証券会社マネージングディレクター兼副会長
2009 年 カシオ計算機（株）常務取締役
2011 年 同社顧問（2012 年 6 月退任）
2016 年 当社取締役

 指名委員
 監査委員
 報酬委員
 代表執行役
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執行役  
（2019年6月末時点）

執行役社長兼CEO

執行役専務

執行役常務

執行役

東原 敏昭*

統括

青木 優和*

社長補佐（産業・流通事業、水・環境
事業、インダストリアルプロダクツ
事業）

秋野 啓一
マーケティング・営業（金融事業、
公共社会事業、ディフェンス事業）
担当

阿部 淳
産業・流通事業担当

中西 宏明
全般

注記：役職ごとに五十音順に記載しています。
*印を付した執行役は、代表執行役です。

児玉 康平
法務、リスクマネジメント、
経営オーディット担当

浦瀬 賢治
エネルギー事業担当

大槻 隆一
投資戦略担当

森田 守
経営戦略担当

村山 昌史
サプライチェーンマネジメント
（調達）担当

山本 二雄
金融事業担当

伊藤 仁
渉外担当

中北 浩仁
地域戦略（APAC）担当

永野 勝也
公共社会事業担当

貫井 清一郎
産業・流通事業担当

野村 泰嗣
IT戦略担当

内藤 理
渉外、CSR・環境戦略、
エグゼクティブサポート担当

光冨 眞哉
鉄道事業担当

鈴木 教洋
研究開発担当

竹内 要司
マーケティング・営業（産業・流通事
業、水・環境事業、ビルシステム事
業、鉄道事業、ヘルスケア事業）担当

依田 隆
マーケティング・営業（原子力事業、
エネルギー事業）担当

渡部 眞也
情報セキュリティマネジメント、
コスト構造改革担当

武原 秀俊
原子力事業担当

德永 俊昭
サービス・プラットフォーム事業
担当

正井 健太郎
サプライチェーンマネジメント
（モノづくり、品質保証）担当

アンドリュー・バー
鉄道事業担当

塩塚 啓一*

社長補佐（システム＆サービス事
業、ディフェンス事業）、システム＆
サービス事業、社会イノベーション
事業推進担当

髙橋 秀明*

社長補佐（コスト構造改革、サプライ
チェーンマネジメント）、コスト構造
改革、サプライチェーンマネジメント
（モノづくり、品質保証）担当

河村 芳彦
経営戦略、投資戦略、
次世代事業戦略担当

小久保 憲一
地域戦略（中国）担当

中畑 英信*

コーポレートコミュニケーション、
法務、リスクマネジメント、
経営オーディット、人財担当

柴原 節男
サービス・プラットフォーム事業
担当

小田 篤
原子力事業、エネルギー事業担当

津田 義孝*

マーケティング・営業、地域戦略、
社会イノベーション事業推進担当

小島 啓二*

社長補佐（生活・エコシステム事業、
オートモティブシステム事業、
ヘルスケア事業）、生活・エコシステ
ム事業担当

西山 光秋*

財務、年金担当

関 秀明
ビルシステム事業担当

執行役副社長

アリステア・ドーマー*

社長補佐（ビルシステム事業、鉄道
事業）

西野 壽一*

社長補佐（原子力事業、電力事業）
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