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2016 年 2 月 18 日 

コニカミノルタ株式会社 

コニカミノルタ 役員人事のお知らせ 
 

コニカミノルタ株式会社では、役員人事を以下のとおり行う予定ですのでお知らせいたします。 

 

【コニカミノルタ株式会社】 

＜取締役候補者＞   （２０１６年６月開催予定の定時株主総会にて決定予定。＊は新任、その他は再任） 

役  職 氏   名  

取締役 松﨑 正年 取締役会議長 

取締役 山名 昌衛 代表執行役社長 

社外取締役 榎本 隆 （株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 顧問） 

社外取締役 釡 和明 （株式会社ＩＨＩ 代表取締役会長） 

社外取締役 友野 宏 （新日鐵住金株式会社 相談役） 

社外取締役 ＊ 能見 公一 （株式会社ジェイ・ウィル・コーポレーション 顧問） 

取締役 安藤 吉昭  

取締役 塩見 憲  

取締役 畑野 誠司 常務執行役 

取締役 腰塚 國博 常務執行役 

・社外取締役の近藤詔治と、社内取締役の大須賀健は６月開催予定の定時株主総会にて退任の予定

（大須賀健は常務執行役を継続） 
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＜執行役一覧＞  

役  職 氏  名 新職（4 月 1 日付）・継続職  

代表執行役社長 山名 昌衛 経営戦略担当 

常務執行役 家氏 信康 中国事業担当 

常務執行役 原口  淳 コニカミノルタジャパン株式会社 代表取締役社長 

常務執行役 若島  司 人事、総務 担当 

常務執行役 腰塚 國博 技術担当 

常務執行役 大須賀 健 情報機器事業事業管理、同営業統括 担当 

常務執行役 畑野 誠司 経営企画、経営管理全般、リスクマネジメント 担当 

常務執行役 浅井 真吾 生産担当 

常務執行役 伊藤 豊次 経営品質向上担当 

常務執行役 葛原 憲康 機能材料事業本部長 兼 ＯＬＥＤ事業担当 

執行役 秦  和義 アライアンス担当 

執行役 鈴木 博幸 経営監査室長 

執行役 真田 憲一 知的財産、法務、コンプライアンス、危機管理 担当 

執行役 田井  昭 ＩＴ担当 

執行役 仲川 幾夫 Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH 社長 

執行役 市村 雄二 事業開発本部長 兼 情報機器事業事業企画本部副本部長 

執行役 大幸 利充 情報機器事業事業企画 担当 

執行役 竹本 充生 調達担当 

執行役 内田 雅文 環境経営・品質推進部長 兼 情報機器事業品質保証担当 

執行役 武井  一 情報機器事業開発本部長 

執行役 Richard K. Taylor Konica Minolta Business Solutions U.S.A., Inc. ＣＥＯ 

執行役 藤井 清孝 ヘルスケア事業本部長 

※同一役位内において、就任順・五十音順にて記載 
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◇役員人事＜異動＞ （発令日：2016 年 4 月 1 日付） 

新  職 旧  職 継続職 氏  名 

経営戦略担当  代表執行役社長 山名 昌衛 

中国事業担当 

社会環境部、ＳＣＭセンター、

情報機器事業品質保証統括

部 担当 兼 関西支社長 

常務執行役 家氏 信康 

コニカミノルタジャパン株式会社 

代表取締役社長 

情報機器事業マーケティング

本部長 兼 インクジェット事業

部担当 

常務執行役 原口  淳 

技術担当 事業開発本部長  常務執行役 腰塚 國博 

情報機器事業事業管理、同営業

統括 担当 

経営管理部長 兼 経理部、

財務部、業務革新部、リスクマ

ネジメント 担当 

常務執行役 大須賀 健 

経営企画、経営管理全般、リスク

マネジメント 担当 
 常務執行役 畑野 誠司 

生産担当  常務執行役 浅井 真吾 

経営品質向上担当 
生産統括部長 兼 全社生産

技術担当 
常務執行役 伊藤 豊次 

アライアンス担当 ヘルスケア事業本部長 執行役 秦  和義 

事業開発本部長 兼 情報機器事

業事業企画本部副本部長 

情報機器事業マーケティング

本部副本部長 兼 事業開発

本部副本部長 

執行役 市村 雄二 

情報機器事業事業企画 担当 
Konica Minolta Business 

Solutions U.S.A., Inc. ＣＥＯ 
執行役 大幸 利充 

調達担当 調達部長 執行役 竹本 充生 

※組織名称のみの変更に伴うものについては割愛いたします 

 

  



4/4 

◇役員人事＜昇任、新任＞ （発令日：2016 年 4 月 1 日付） 

新 職 旧 職 継続職 氏名 

常務執行役 
兼 ＯＬＥＤ事業担当 

執行役 機能材料事業本部長 葛原 憲康 

執行役  
環境経営・品質推進部長 兼 
情報機器事業品質保証担当 

社会環境部長  内田 雅文 

執行役 
情報機器事業開発本部長 

情報機器事業開発本部開発
イノベーションセンター長 

 武井  一 

執行役 
Konica Minolta Business 
Solutions U.S.A., Inc. ＣＥＯ 

Konica Minolta Business 
Solutions U.S.A., Inc. ＣＯＯ

 Richard K. Taylor 

執行役 
ヘルスケア事業本部長 

ヘルスケア事業本部付  藤井 清孝 

 
 
 
◇役員人事＜退任＞        退任職務は、旧職欄に記載（2016 年 3 月 31 日付）   ＊新職は、4 月 1 日付 

新 職 旧 職 継続職 氏  名 

顧問  
専務執行役 
情報機器事業開発本部長 

  

杉山 高司 

顧問  
常務執行役 
アドバンストレイヤー事業本部長 

 

白木 善紹 

顧問  
執行役 
光学事業本部長 兼 センシング事業担当 

 

中村 富夫 

 

 

以 上  


