ガバナンス

役員一覧

役員一覧

（2019年5月31日現在）

取締役

小林 泰行

堤 啓之

村田 荘一

橘・フクシマ・咲江

所有する当社株式数：35,800株
その他株式報酬としての未交付株式：10,037株

所有する当社株式数：16,398株
その他株式報酬としての未交付株式：5,855株

所有する当社株式数：12,689株

社外取締役
所有する当社株式数：5,500株
その他株式報酬としての未交付株式：1,933株

取締役会議長
指名委員会委員
報酬委員会委員

監査委員会委員

監査委員会委員

1973年4月		 株式会社大丸入社
2003年2月		 同社理事 札幌店長
2004年1月		 同社東京店長
2007年9月		 当社執行役員
2008年1月		 株式会社大丸取締役
		 兼 執行役員
		 本社百貨店事業本部副本部長
		 兼 MD 統括本部長
2010年3月		 株式会社大丸松坂屋百貨店取締役
		 兼 執行役員
		 営業本部長 兼 MD 戦略推進室長
2010年5月		 同社取締役 兼 常務執行役員
2012年5月		 株式会社パルコ取締役
2013年4月		 当社常務執行役員関連事業
		 統括部長
2013年5月		 当社取締役 兼 常務執行役員
2015年5月		 当社取締役 兼 専務執行役員
2016年5月		 当社代表取締役
2017年5月		 当社取締役 取締役会議長
（現任）

1980年4月		 株式会社大丸入社
1993年3月		 香港大丸有限公司 会計部長
2001年3月		 株式会社大丸 本社財務本部部長
2007年9月		 当社業務本部財務部部長
2010年3月		 株式会社大丸松坂屋百貨店
		 業務本部財務部長
2013年5月		 当社執行役員
		 業務統括部財務部長
2016年3月		 当社執行役員 財務戦略統括部部長
		 兼 財務経理担当
2017年5月		 当社取締役
（現任）

1980年4月 		 株式会社大丸入社
2000年3月 		 同社大阪・梅田店紳士服飾部長
2002年9月 		 同社大阪・梅田店営業企画 CS 推進室
営業企画部長
2005年1月 		 同社大阪・梅田店営業統括店次長
2006年1月 		 同社大阪・梅田店営業統括店次長
		 兼 本社梅田新店計画室部長
2010年1月 		 同社大阪・梅田店長
2010年5月 		 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員
大丸大阪・梅田店長
2013年4月 		 同社常務執行役員 営業本部長
		 兼 MD 戦略推進室長
2013年5月 		 同社取締役 兼 常務執行役員
2017年5月 		 当社執行役常務 業務統括部長
		 兼 コンプライアンス担当
2019年5月 		 当社取締役
（現任）

太田 義勝

石井 康雄

西川 晃一郎

佐藤 りえ子

社外取締役
所有する当社株式数：8,300株
その他株式報酬としての未交付株式：1,933株

社外取締役
所有する当社株式数：2,700株
その他株式報酬としての未交付株式：1,933株

社外取締役
所有する当社株式数：1,300株
その他株式報酬としての未交付株式：1,933株

社外取締役
所有する当社株式数：300株

報酬委員会委員長
指名委員会委員

指名委員会委員
報酬委員会委員

監査委員会委員長

監査委員会委員

【選任理由】
ミノルタ株式会社とコニカ株式会社による
経営統合を推進し、委員会設置会社
（現、指名委員会
等設置会社）
の取締役会議長に就任されるなど、持株
会社の経営者として、幅広い経験に基づく豊富な知見
を有しており、それらを当社グループの経営に反映して
いただくため。
1964年4月		 ミノルタカメラ株式会社入社
1991年6月		 同社取締役 複写機事業部長
		 兼 複写機営業部長
1994年7月		 ミノルタ株式会社取締役情報機器事
業統括本部長
		 兼 情報機器営業本部長
1995年6月		 同社常務取締役
1999年6月		 同社代表取締役社長
2001年4月		 同社代表取締役社長 執行役員
2003年8月		 コニカミノルタホールディングス株式会
社 取締役 代表執行役副社長
2003年10月		 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株
式会社 代表取締役社長
2006年4月		 コニカミノルタホールディングス株式会
社 取締役 代表執行役社長
2009年4月		 同社取締役 取締役会議長
2012年6月		 ヤマハ株式会社 社外取締役
2013年4月		 コニカミノルタ株式会社 取締役
		 取締役会議長
2014年4月		 同社取締役
2014年6月		 同社特別顧問
2015年5月		 当社社外取締役
（現任）
2017年6月		 コニカミノルタ株式会社
		 名誉顧問
（現任）
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指名委員会委員長
報酬委員会委員
【選任理由】米国企業の本社取締役や、多くの日本企
業で社外取締役として得た内外のガバナンスに対する
幅広い知見に加え、外資系人財コンサルティング企業
の日本支社長として得た経営経験とグローバル人財に
関する高い見識を有しており、それらを当社グループの
経営に反映していただくため。
1980年6月		 ブラックストン・インターナショナル株式会
社入社
1987年9月		 べイン・アンド
・
カンパニー株式会社入社
1991年8月		 コーン・フェリー・インターナショナル株式会
社 日本支社プリンシパル
1993年6月		 同社パートナー
2000年9月		 同社日本担当社長・米国本社取締役
2001年5月		 同社日本担当代表取締役社長・
		 米国本社取締役
2007年9月		 同社日本担当代表取締役社長
2009年5月		 同社日本担当代表取締役会長
2010年3月		 株式会社ブリヂストン社外取締役
2010年7月		 G&Sグローバル・アドバイザーズ株式
会社 代表取締役社長
（現任）
2010年8月		 コーン・フェリー・インターナショナル株式会
社 アジア・パシフィック・
シニアアドバイザー
2011年6月		 味の素株式会社社外取締役
		（2019年6月退任）
2012年5月		 当社社外取締役
（現任）
2013年6月		 三菱商事株式会社社外取締役
2016年6月		 ウシオ電機株式会社社外取締役
（現任）

【選任理由】海外勤務経験が長く、海外での事業展開
に精通するなど、小売業以外のグローバル経営分野に
おける豊富な経験に基づく知見を有しており、それらを
当社グループの経営に反映していただくため。

【選任理由】事業提携や M＆A、経営改革などに携わ
り、国際的な重要折衝にも数多く関わった経験を通じ
て財務面にも適切な知見を有しており、それらを当社
グループの経営に反映していただくため。

【選任理由】主に企業法務を専門とする弁護士として、
高度かつ専門的な知識により数多くの案件を取り扱っ
たキャリアに加え、他の会社の社外取締役・監査役とし
ての豊富な経験を有しており、それらを当社グループの
経営に反映していただくため。

1970年4月		 山之内製薬株式会社入社
2000年6月		 同社取締役
		 医薬営業本部医薬部長
2001年1月		 同社取締役
		 兼 山之内ヨーロッパB.V. 会長
2003年3月		 同社取締役
		 兼 山之内 U.K. 会長
		 兼 山之内ヨーロッパB.V. 会長
2003年6月		 同社常務取締役
2004年6月		 同社常務執行役員
2005年4月		 アステラス製薬株式会社
		 常務執行役員
		 兼 アステラスファーマヨーロッパLtd. 会長
兼 CEO
2008年6月		 アステラス製薬株式会社
		 代表取締役副社長
2011年6月		 同社代表取締役副会長
2015年5月		 当社社外監査役
		 株式会社大丸松坂屋百貨店
		 社外監査役
2017年5月		 当社社外取締役
（現任）
2018年5月		 株式会社大丸松坂屋百貨店
		 取締役
（現任）

1970年4月		 株式会社日立製作所入社
1995年8月		 日立アメリカ副社長
2001年6月		 株式会社日立製作所理事
		 グローバル事業開発本部長
2003年4月		 同社理事 事業開発部門長
2003年6月		 同社執行役 事業開発部門長
2006年1月		 同社執行役常務 事業開発担当
2007年4月		 同社執行役専務 事業開発担当
2010年4月		 日立電線株式会社執行役専務
2012年4月		 株式会社日立総合計画研究所顧問
2014年3月		 協和発酵キリン株式会社
		 社外取締役
2015年5月		 当社社外監査役
		 株式会社大丸松坂屋百貨店
		 社外監査役
2017年5月		 当社社外取締役
（現任）
2018年5月		 株式会社大丸松坂屋百貨店
		 取締役

1984年4月		 弁護士登録
1989年8月		 シャーマン・アンド・スターリング法律事務所
1998年7月		 石井法律事務所パートナー
（現任）
2004年6月		 味の素株式会社社外監査役
2012年6月		 株式会社NTTデータ社外監査役
（現任）
2015年6月		 第一生命保険株式会社社外取締役
2016年10月		 第一生命ホールディングス株式会社社
外取締役
（監査等委員）
（現任）
2018年5月		 当社社外取締役
（現任）
2019年5月		 株式会社大丸松坂屋百貨店
		 取締役
（現任）

※ 取締役が保有する当社株式数は2019年2月28日現在で表記しています。

ガバナンス

取締役

執行役
山本 良一
代表執行役社長

好本 達也

内田 章

山本 良一

好本 達也

社外取締役
社外取締役所有する当社株式数：0株

所有する当社株式数：79,366株

所有する当社株式数：49,459株

代表執行役社長
指名委員会委員
報酬委員会委員

代表執行役常務

1973年4月		 株式会社大丸入社
2003年5月		 同社代表取締役社長 兼 最高執行責任者
		 兼 グループ本社百貨店事業本部長
2007年9月		 当社取締役営業改革・外商改革推進
担当
		 株式会社大丸本社百貨店事業本部長
		 兼 梅田新店計画室長
		 株式会社松坂屋取締役
2008年3月		 株式会社大丸本社営業本部長
2010年3月		 株式会社大丸松坂屋百貨店
		 代表取締役社長
2012年9月		 同社代表取締役社長
		 兼 株式会社大丸松坂屋セールスアソ
シエイツ 代表取締役社長
2013年4月		 当社代表取締役社長
2017年5月		 当社取締役兼代表執行役社長
（現任）

1979年4月		 株式会社大丸入社
2000年3月		 同社本社
		 札幌出店計画室札幌店開設準備室
部長		
2008年1月		 同社東京店長
2008年5月		 同社執行役員東京店長
2010年1月		 当社執行役員
		 百貨店事業政策部営業企画推進室長
兼 マーケティング企画推進室長
2010年3月		 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員
		 同社経営企画室長
2012年5月		 同社取締役
		 兼 執行役員
2013年4月		 同社代表取締役社長
（現任）
		 兼 株式会社大丸松坂屋セールスアソ
シエイツ 代表取締役社長
（現任）
2013年5月		 当社取締役
2017年5月		 当社代表執行役常務
（現任）

監査委員会委員

【選任理由】経営企画やIR、財務経理部門の責任者と
しての幅広い経験や知見に加え、
「コーポレートガバナ
ンス・コードの策定に関する有識者会議」やその後のフォ
ローアップ会議のメンバーとして、その策定と推進に携
わるなど高度な専門知見を有しており、
それらを当社グルー
プの経営に反映していただくため。
1975年4月 		 東レ株式会社入社
1996年6月 		 トーレ・インダストリーズ
（アメリカ）社
Executive Vice President
2000年6月 		 東レ株式会社 経営企画第1室主幹
		 兼 広報室主幹
2004年6月 		 同社経営企画室参事兼 IR 室参事
2005年6月 		 同社取締役 財務経理部門長
		 トーレ・ホールディング
（U.S.A）
社社長
2009年6月 		 同社常務取締役 財務経理部門長
		 トーレ・ホールディング
（U.S.A）
社社長
2012年6月 		 同社常務取締役 CSR 全般統括
		 総務・法務部門・IR 室・広報室・宣伝室
統括 東京事業場長
2016年6月 		 同社顧問
2019年3月 		 同社顧問退任
2019年5月		 当社社外取締役
（現任）

代表執行役常務
株式会社大丸松坂屋百貨店
代表取締役社長
兼 株式会社大丸松坂屋
セールスアソシエイツ代表取締役社長

牧山 浩三
執行役常務
株式会社パルコ 取締役
兼 代表執行役社長

澤田 太郎
執行役常務
経営戦略統括部長
兼 あたらしい幸せ発明部長
兼 リスク管理担当

若林 勇人
執行役常務
財務戦略統括部長
兼 資金・財務政策部長

柚木 和代
執行役常務
関連事業統括部長

有澤 久
執行役常務
業務統括部長
兼 コンプライアンス担当

忠津 剛光
執行役
人事戦略統括部長
兼 グループ人財開発部長
兼 株式会社大丸松坂屋百貨店
執行役員業務本部人事部長

牧田 隆行

牧山 浩三

若林 勇人

所有する当社株式数：17,100株

所有する当社株式数：6,359株

執行役常務

執行役常務

1981年4月		 株式会社パルコ入社
2004年3月		 同社執行役店舗運営局長
2007年3月		 同社常務執行役店舗統括局長
2008年3月		 同社専務執行役店舗運営本部長
		 兼 店舗統括局長
2008年5月		 同社取締役
		 兼 専務執行役
2009年3月		 同社店舗運営局統括
2010年3月		 同社店舗統括担当
2011年3月		 同社事業統括担当
2011年5月		 同社取締役
		 兼 代表執行役社長
（現任）
2013年5月		 当社取締役
（現任）
2017年5月		 当社執行役常務
（現任）

1985年4月		 松下電器産業株式会社
（現パナソニッ
ク株式会社）
入社
1998年4月		 パナソニックファイナンシャルセンター マ
レーシア株式会社社長
2007年4月		 松下電器（中国）財務有限公司董事・
総経理
2009年2月		 パナソニック株式会社本社財務・
		 IRグループ財務企画チーム リーダー
（部
長）
2013年7月		 同社コーポレート戦略本部財務・IRグ
ループゼネラルマネジャー
		 兼 財務戦略チームリーダー
（理事）
2015年5月		 当社入社
		 当社業務統括部付財務政策担当
2015年9月		 当社執行役員業務統括部財務戦略・
政策担当
2016年3月		 当社財務戦略統括部長
（現任）
		 兼 財務政策担当
2016年5月		 当社取締役
（現任）
2017年5月		 当社執行役常務
（現任）
		 資金・財務政策担当
2018年5月		 当社資金・財務政策部長
（現任）

執行役
経営戦略統括部経営企画部長
兼 グループ広報推進部長

中山 高史
執行役
経営戦略統括部グループデジタル戦略部長

岩田 義美
執行役
財務戦略統括部部長主計・経営助成部長

二之部 守
執行役
JFRカード株式会社 代表取締役社長

近藤 保彦
執行役
株式会社 J.フロント建装 代表取締役社長

小野 圭一
執行役
株式会社ディンプル 代表取締役社長
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