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取締役 監査役

執行役員

役員紹介
（2022年6月29日現在）

代表取締役会長執行役員兼
最高経営責任者

鎌上 信也

1981年	4	月	 当社入社
2005年	4	月	 情報通信事業グループ	
	 システム機器カンパニー	
	 システム機器開発本部長
2010年	4	月	 システム機器事業本部	
	 自動機事業部長
2011年	4	月	 執行役員、システム機器事業本部長
2012年	4	月	 常務執行役員
2014年	6	月	 取締役常務執行役員
2016年	4	月	 	代表取締役社長執行役員
2022年	4	月	 	代表取締役会長執行役員兼	

最高経営責任者（現） 常勤監査役

畠山 俊也

1980年	4	月	 当社入社
2007年10月	 経理部長
2008年	4	月	 執行役員
2015年	4	月	 常務執行役員
2015年	6	月	 取締役常務執行役員
2015年	7	月	 財務責任者
2016年	4	月	 	コンプライアンス責任者、	

経営管理本部長
2017年	4	月	 沖ウインテック（株）代表取締役社長
2019年	4	月	 当社顧問
2019年	6	月	 監査役（現）

常勤監査役

横田 俊之

2008年	7	月	 経済産業省中小企業庁参事官
2009年	7	月	 独立行政法人石油天然ガス・	
	 金属鉱物資源機構総務部長
2010年	7	月	 総務省情報通信国際戦略局次長
2012年	8	月	 経済産業省大臣官房審議官	
	 	（政策総合調整担当）
2013年	7	月	 同中小企業庁次長
2014年	7	月	 独立行政法人日本貿易振興機構	
	 ニューヨーク事務所長
2016年11月	 当社顧問
2017年	4	月	 理事
2018年	4	月	 執行役員
2019年	6	月	 		（株）JECC社外取締役
2021年	4	月	 当社顧問
2021年	6	月	 監査役（現）

常務執行役員
片桐 勇一郎

専務執行役員
坪井 正志

常務執行役員
寺本 禎治

上席執行役員
圓尾 肇

執行役員
大田原 就太郎

執行役員
西村 浩

上席執行役員
瀧本 哲也

執行役員
加藤 洋一

執行役員
藤原 雄彦

執行役員
井上 崇

執行役員
井上 肇

執行役員
八反田 徹

執行役員
伊藤 貴志

執行役員
中津 正太郎

上席執行役員
池田 敬造

上席執行役員
冨澤 博志

取締役常務執行役員

齋藤 政利

1986年	4	月	 当社入社
2002年10月	ＩＰソリューションカンパニー戦略企画室長
2007年	4	月	 情報通信グループＩＰシステムカンパニー	
	 セキュリティ･アンド･モビリティカンパニー	
	 プレジデント
2008年10月	 (株)OKIネットワークス取締役
2016年	4	月	 当社経営企画本部経営企画部長
2017年	4	月	 執行役員
2018年	4	月	 上席執行役員、経営企画本部長、
	 情報責任者
2020年	4	月	 常務執行役員、コンポーネント＆	
	 プラットフォーム事業本部副本部長
2021年	4	月	 コンポーネント＆プラットフォーム	
	 事業本部長（現）
2021年	6	月	 取締役常務執行役員（現）

監査役

津田 良洋 

1985年	3	月	 等松・青木監査法人（現有限責任	
	 監査法人トーマツ）入社
1988年	3	月	 公認会計士登録
1993年	7	月	 米国デロイト＆トウシュ	デトロイト事務所
1998年	6	月	 監査法人トーマツ	社員（現パートナー）
2002年	9	月	 英国デロイト＆トウシュ	ロンドン事務所
2007年	6	月	 監査法人トーマツ	代表社員
2019年	7	月	 有限責任監査法人トーマツ	退任
2019年	8	月	 津田良洋公認会計士事務所長（現）
2019年	9	月	 		（株）沖データ社外監査役
2020年	2	月	 	トライベック・ストラテジー（株）	

（現トライベック（株））常勤監査役（現）
2021年	6	月	 		（株）プロネクサス社外監査役(現)、	

当社社外監査役(現)

社外 独立

監査役

志波 英男
監査役

牧野 隆一

1978年	4	月	 藤倉電線（株）（現（株）フジクラ）入社
2004年	4	月	 同社経理部長
2007年	4	月	 同社執行役員電子電装企画部長
2011年	4	月	 	同社常務執行役員	

電子事業部門副統括
2014年	6	月	 	同社取締役常務執行役員	

不動産カンパニー統括、	
コーポレートスタッフ部門副統括

2016年	4	月	 	同社取締役上席常務執行役員兼	
藤倉中国董事長

2018年	4	月	 同社常任顧問
2020年	3	月	 		（株）アウトソーシング社外取締役
	 		（監査等委員）（現）
	 		（株）PEO監査役
2020年	6	月	 当社社外監査役（現）

1980年	4	月	 	監査法人朝日会計社	
（現	有限責任あずさ監査法人）入社

1983年	2	月	 公認会計士登録
2006年	6	月	 同社代表社員
2018年	7	月	 	同社コンプライアンス委員会委員就任
2019年	6	月	 同社退任
2019年	7	月	 牧野隆一公認会計士事務所長（現）
2020年	6	月	 		（株）シンクロ・フード監査役（現）、	

当社社外監査役（現）

社外 独立 社外 独立

取締役

川島 いづみ

1985年	3	月	 	早稲田大学大学院	
法学研究科博士後期課程	
単位取得満期退学

1989年	4	月	 	岐阜経済大学経済学部助教授
1996年	4	月	 専修大学法学部教授
2004年	9	月	 	早稲田大学社会科学総合	

学術院教授（現）
2016年	6	月	 沖電線（株）社外取締役
2018年	6	月	 当社社外取締役（現）

社外 独立

社外 独立

取締役

淺羽 茂

1992年	4	月	 	学習院大学経済学部助教授
1994年	3	月	 	東京大学経済学博士号取得
1997年	4	月	 学習院大学経済学部教授
2013年	4	月	 	早稲田大学大学院商学研究科教授
2016年	4	月	 	早稲田大学大学院	

経営管理研究科教授（現）
2016年	6	月	 	日本甜菜製糖（株）	

社外取締役（現）
2016年	9	月	 	早稲田大学大学院	

経営管理研究科長
2017年	6	月	 当社社外取締役（現）

取締役常務執行役員

布施 雅嗣

1984年	4	月	 当社入社
1994年	6	月	 オキ・アメリカ社
2015年	4	月	 当社経理部長
2015年	6	月	 	サクサホールディングス（株）	

社外取締役
2016年	4	月	 当社執行役員
2018年	4	月	 	上席執行役員、	

経営管理本部長
2019年	4	月	 法務・知的財産部長
2019年	6	月	 取締役上席執行役員
2020年	4	月	 	取締役常務執行役員（現）、

コーポレート本部長（現）、
内部統制統括（現）

2022年	4	月	 情報責任者（現）

代表取締役社長執行役員兼
最高執行責任者

森 孝廣

1988年	4	月	 当社入社	
2006年11月	 		（株）沖データ国内営業本部	

パートナー統括営業部長
2017年10月	 同社取締役
2019年	4	月	 同社常務執行役員、商品事業本部長
2019年10月	 同社国内営業本部長
2020年	4	月	 同社代表取締役社長、当社執行役員
2021年	4	月	 	コンポーネント&プラットフォーム事業	

本部ビジネスコラボレーション推進	
本部長

2022年	4	月	 社長執行役員兼最高執行責任者
2022年	6	月	 	代表取締役社長執行役員兼	

最高執行責任者（現）

取締役副社長執行役員

星 正幸

1982年	4	月	 	（株）富士銀行入行
2009年	4	月	 		（株）みずほコーポレート銀行執行役員
2011年	4	月	 	同行常務執行役員
2014年	6	月	 		（株）みずほフィナンシャルグループ	

執行役常務
2015年	5	月	 当社常務執行役員
2016年	4	月	 リスク統括責任者、経営企画本部長
2016年	6	月	 取締役常務執行役員
2017年	4	月	 	取締役専務執行役員、財務責任者（現）
2018年	6	月	 	内部統制統括、	

コンプライアンス責任者（現）
2019年	4	月	 	代表取締役副社長執行役員、	

情報責任者
2020年	4	月	 社長補佐（現）
2021年	4	月	 人事責任者（現）
2022年	６	月	 取締役副社長執行役員（現）

社外 独立

取締役

斎藤 保

1975年	4	月	 	石川島播磨重工業（株）入社
2006年	6	月	 	同社執行役員航空宇宙

事業本部副本部長
2008年	4	月	 		（株）IHI取締役執行役員	

航空宇宙事業本部長
2011年	4	月	 	同社代表取締役副社長
2012年	4	月	 同社代表取締役社長
2016年	4	月	 同社代表取締役会長
2017年	6	月	 		（株）かんぽ生命保険	

社外取締役（現）
2018年	6	月	 当社社外取締役（現）
2020年	6	月	 		（株）IHI相談役（現）
2021年	6	月	 古河電気工業(株)社外取締役（現）
2022年	6	月	 鹿島建設(株)社外取締役（現）

社外 独立

取締役

木川 眞

1973年	4	月	 		（株）富士銀行入行
2004年	4	月	 		（株）みずほコーポレート銀行	

常務取締役
2005年	6	月	 ヤマト運輸（株）常務取締役
2011年	4	月	 	ヤマトホールディングス（株）	

代表取締役社長、社長執行役員
2016年	6	月	 		（株）小松製作所社外取締役（現）
2018年	4	月	 	ヤマトホールディングス（株）	

取締役会長
2018年	6	月	 		（株）セブン銀行社外取締役（現）
2019年	4	月	 ヤマトホールディングス（株）取締役
2019年	6	月	 当社社外取締役（現）	
2019年	6	月	 	ヤマトホールディングス（株）	

特別顧問（現）
2020年	4	月	 		（株）肥後銀行社外監査役
2021年	6	月	 同社社外取締役（現）

価値創造基盤




