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役員一覧
（2021年10月1日現在）

業務執行取締役
1962年 9月2日生

1958年12月13日生

1962年 7月29日生

1988年 4月 当社入社

1982年 4月 当社入社

1985年 4月 当社入社

2014年 6月 金融システム事業本部長

2009年 5月 産業システム事業本部長

2014年 6月 財務経理本部経理部長

2015年 4月 執行役員

2012年 4月 執行役員

2018年 4月 執行役員／財務経理本部長（2021年3月まで）

2019年 1月 執行役員常務／
グローバルデリバリーグループ長

2014年 4月 執行役員常務／
グローバルデリバリー部門長

2019年 6月 執行役員常務／
Chief Financial Officer（CFO）*2

2019年 3月 執行役員副社長

2018年 4月 執行役員専務／デジタルサービス部門長

2020年 4月 執行役員専務

2019年 6月 代表取締役社長 *2
リスク・コンプライアンス委員会委員長 *2

2019年 1月 テクノロジーソリューション部門長／
Chief Technology Officer（CTO）
（2021年6月まで）

2020年 6月 取締役執行役員専務 *2

2019年10月 Chief Digital Transformation Officer
（CDXO）*2

2019年 6月 代表取締役副社長 *2

2021年 4月 Chief Executive Officer（CEO）*2

時田

隆仁

2020年 4月 グローバルソリューション部門長

古田

代表取締役社長
取締役就任年数：2年
所有する当社株式の数：1,000株 *1

英範

2021年 4月 Chief Operating Officer（COO）*2
2021年10月 Chief Data & Process Officer（CDPO）*2

代表取締役副社長
取締役就任年数：2年
所有する当社株式の数：2,133株 *1

磯部

武司

取締役執行役員専務
取締役就任年数：1年
所有する当社株式の数：325株 *1

非執行取締役
1954年 1月11日生

1952年 5月6日生

1953年10月19日生

1976年 4月 当社入社

1977年 4月 慶應義塾大学 医学部 外科学教室 医局員（1985
年11月まで）

1977年 4月 三井物産株式会社入社

1985年 8月 宇宙開発事業団 *4 搭乗科学技術者
（宇宙飛行士）
（2015年3月まで）

1993年 1月 アレックス・ブラウン・アンド・サンズ *5
マネージング・ディレクター

2004年 6月 パーソナルビジネス本部副本部長
2005年 6月 経営執行役 *

3

2007年 6月 経営執行役 * 常務
3

1987年 6月 アメリカ航空宇宙局 ジョンソン宇宙センター
宇宙生物医学研究室 心臓血管生理学研究員
（1988年12月まで）

2010年 1月 執行役員副社長
2010年 4月 執行役員社長
2010年 6月 代表取締役社長

正已

取締役シニアアドバイザー
取締役就任年数：11年
所有する当社株式の数：10,140株 *1

2019年 6月 当社 取締役シニアアドバイザー *2 ／
株式会社みずほフィナンシャルグループ
社外取締役 *2
2021年 7月 当社 指名委員会委員 *2

2004年 8月 J.P. モルガン・パートナーズ・アジア *7
パートナー 兼 日本代表（2009年3月まで）

2015年 4月 東京理科大学 副学長（2016年3月まで）

2007年 5月 エドワーズ・グループ・リミテッド*8
取締役（2009年10月まで）

2015年 6月 当社 取締役 *2

2015年 7月 指名委員会委員、報酬委員会委員
（2019年6月まで）

山本

2001年 8月 ドイツ証券会社 *6
執行役員 兼 投資銀行本部長

2014年10月 日本学術会議 副会長（2017年9月まで）

2015年 6月 代表取締役会長（2017年6月まで）／
取締役会議長（2019年6月まで）

2017年 6月 取締役会長（2019年6月まで）／
JFEホールディングス株式会社
社外取締役 *2

1990年 6月 同社 電子工業室課長

2016年 4月 東京理科大学 特任副学長 *2

向井

千秋

取締役
東京理科大学 特任副学長
取締役就任年数：6年
所有する当社株式の数：3,086株 *1

2016年 7月 当社 指名委員会委員（2021年6月まで）
当社 報酬委員会委員（2018年6月まで）
2017年 1月 国連宇宙空間平和利用委員会（COPUOS）
科学技術小委員会 議長（2018年1月まで）
2018年 4月 宇宙航空研究開発機構 特別参与
（2021年3月まで）
2018年 7月 当社 報酬委員会委員長 *2
2019年 3月 花王株式会社 社外取締役 *2

2009年12月 株式会社産業創成アドバイザリー
代表取締役 *2

阿部

敦

取締役
株式会社産業創成アドバイザリー
代表取締役／シニア・アドバイザー
取締役就任年数：6年
所有する当社株式の数：2,693株 *1

2011年 2月 オン・セミコンダクター・コーポレーション
取締役 *2
2015年 6月 当社 取締役 *2
2019年 6月 当社 取締役会議長 *2
2019年12月 株式会社産業創成アドバイザリー
シニア・アドバイザー *2
2021年 7月 当社 指名委員会委員長 *2
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非執行取締役
1956年 6月19日生

1964年12月6日生

1951年9月25日生

1988年 4月 國學院大學 法学部 専任講師

1988年 4月 MIPS Computer Systems, Inc. *10

1974年 4月 外務省入省

1991年 4月 同学部 助教授

2003年 1月 モルガン・スタンレー証券会社 *11
株式統括本部長

2002年 3月 経済局長

2006年 5月 いちごアセットマネジメント株式会社
代表取締役社長 *2

2008年 1月 外務審議官

1996年 4月 東京大学大学院 総合文化研究科 助教授
1999年 6月 同研究科 教授（2020年3月まで）
2010年10月 財団法人日本国際政治学会 *9 理事長
2014年10月 日本学術会議 会員（2020年9月まで）
2

佳子

監査役
常勤監査役

広瀬

陽一

山室

惠

（弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 弁護士・特別顧問）

取締役
いちごアセットマネジメント株式会社
代表取締役社長
取締役就任年数：1年
所有する当社株式の数：0株 *1

初川

浩司（公認会計士）

幕田

英雄（長島・大野・常松法律事務所 顧問）

2019年 6月 三菱自動車工業株式会社 社外取締役 *2

2020年 6月 当社 取締役 *

2020年12月 公益財団法人日本国際問題研究所 理事長 *2

佐々江

2

2020年 8月 株式会社ジャパンディスプレイ
取締役会議長 *2

賢一郎

2021年 6月 当社 取締役 *2
2021年 7月 当社 報酬委員会委員 *2

取締役
公益財団法人日本国際問題研究所
理事長
取締役就任年数：新任
所有する当社株式の数：0株

2021年 1月 株式会社ジャパンディスプレイ
代表執行役会長 CEO 兼 取締役 *2
2021年 7月 当社 指名委員会委員、報酬委員会委員 *2

代表取締役／執行役員
代表取締役社長

執行役員専務

執行役員常務

時田

窪田

雅己

斎藤

淳一

梶原

ゆみ子

櫛田

龍治

山口

裕久

古賀

一司

髙橋

泰三

山守

勇

小関

雄一

島津

めぐみ

林

恒雄

馬場

俊介

隆仁

代表取締役副社長

古田

監査役

2019年 6月 セーレン株式会社 社外取締役 *2

2020年 3月 株式会社ジャパンディスプレイ
代表取締役会長（2020年12月まで）

スコット キャロン

取締役
青山学院大学 国際政治経済学部
国際政治学科 教授
取締役就任年数：3年
所有する当社株式の数：684株 *1

2018年 6月 公益財団法人日本国際問題研究所 理事長
兼 所長

2012年 5月 株式会社チヨダ 社外監査役（2020年5月まで）

2020年 4月 青山学院大学 国際政治経済学部
国際政治学科 教授 *2

古城

2012年 9月 特命全権大使 アメリカ合衆国駐箚

2008年11月 アセット・マネジャーズ・ホールディングス
株式会社 *12 取締役 兼 取締役会議長 *2

2

2019年 7月 当社 指名委員会委員、報酬委員会委員 *

2010年 8月 外務事務次官

2008年10月 アセット・マネジャーズ・ホールディングス
株式会社 *12 代表執行役会長 *2

2012年10月 一般財団法人日本国際政治学会 評議員 *2
2018年 6月 当社 取締役 *

2005年 1月 アジア大洋州局長

英範

執行役員副会長

髙綱

直良

取締役執行役員専務

磯部

武司

ヴィヴェック マハジャン

大西

俊介

原

裕貴

平松

浩樹

ティム ホワイト

福田

譲

山本

多絵子

水口

恭子

高橋

美波

水野

晋吾

*1 	2021年3月末現在の保有株式数
*2 	現在に至る
*3 	経営執行役については、2009 年 6 月付で執行役員に
呼称を変更しています。
*4 	現 宇宙航空研究開発機構
*5 	現 Raymond James & Associates, Inc.
*6 	現 ドイツ証券株式会社
*7 	現 ユニタス・キャピタル

エグゼクティブフェロー

森田

俊彦

*8 	現 アトラスコプコ
*9 	現 一般財団法人日本国際政治学会
*10 現 Wave Computing
*11 現 モルガン・スタンレー MUFG証券株式会社
*12 現 いちご株式会社

