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1975年６月 ㈱三越入社
2006年２月 同執行役員業務部長
2007年５月 同取締役上席執行役員グループ業務部長
2008年４月 当社取締役常務執行役員管理本部長・㈱三越取締役
2009年４月 ㈱伊勢丹取締役

2013年４月 当社取締役常務執行役員業務本部長
㈱三越伊勢丹取締役常務執行役員業務本部長

2016年６月 新光三越百貨股份有限公司董事（現任）
2017年５月 当社顧問・日本百貨店協会会長
2017年６月 当社代表取締役会長・㈱三越伊勢丹代表取締役会長
2019年４月 ㈱三越伊勢丹取締役会長
2020年６月 当社取締役会長兼取締役会議長
2021年４月 当社取締役会長（現任）

1979年４月 東京芝浦電気㈱（現㈱東芝）入社

2005年７月 ㈱東芝　研究開発センター　
ヒューマンセントリックラボラトリー技監

2006年７月 同研究開発センター技監
2008年７月 同研究開発センター首席技監

2014年４月 独立行政法人（現国立研究開発法人）
情報通信研究機構監事（非常勤）（現任）

2015年６月 ㈱野村総合研究所社外取締役
2017年４月 奈良先端科学技術大学院大学理事（非常勤）（現任）
2019年６月 当社社外取締役（現任）
2020年４月 東北大学理事（非常勤）（現任）

2020年６月 ㈱SUBARU社外取締役（現任）
日本特殊陶業㈱社外取締役（現任）

1983年４月 ㈱伊勢丹入社
2011年４月 ㈱三越伊勢丹常務執行役員営業本部MD統括部長

2013年４月 当社常務執行役員・
㈱札幌丸井三越代表取締役社長執行役員

2016年４月 当社常務執行役員グループ人財本部長

2017年４月 ㈱三越伊勢丹取締役専務執行役員百貨店事業
本部長兼商品統括部長

2017年６月 当社取締役

2019年４月 当社代表取締役副社長執行役員CMO
※CMO（チーフ・マーチャンダイジング・オフィサー）

2020年６月 当社取締役代表執行役副社長ＣＭＯ（現任）
2021年４月 ㈱三越伊勢丹副社長執行役員ＭＤ統括部長
2022年４月 ㈱三越伊勢丹副社長執行役員営業本部長（現任）

1979年４月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入行
2005年６月 ㈱三井住友銀行執行役員バンコック支店長
2008年４月 同執行役員法人部門、国際部門副責任役員
2009年４月 同常務執行役員名古屋営業部担当、名古屋法人営業本部長
2011年４月 同常務執行役員投資銀行部門統括責任役員
2012年４月 同取締役兼専務執行役員投資銀行部門統括責任役員
2013年４月 同取締役兼専務執行役員企業金融部門統括責任役員

2014年４月 同代表取締役兼副頭取執行役員グローバル
コーポレートバンキング本部長

2015年６月 ㈱ＳＭＢＣ信託銀行代表取締役社長兼最高執行役員
2018年６月 同取締役会長
2020年６月 当社社外取締役（現任）
2021年６月 ㈱ＳＭＢＣ信託銀行特別顧問（現任）
2021年11月 一般財団法人 神戸シティ・プロパティ・リサーチ理事長（現任）
2022年３月 東亞合成㈱社外取締役（現任）

1985年４月 ㈱伊勢丹入社

2010年９月 同営業本部MD統括部リビング統括部
呉服美術営業部販売担当長

2013年４月 ㈱三越伊勢丹営業本部基幹店事業部三越日本橋
本店営業統括部婦人営業部長

2015年４月 同執行役員営業本部エリア・チャネル事業
統括部伊勢丹立川店長

2017年４月
当社執行役員
㈱三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ
代表取締役社長

2021年４月 ㈱仙台三越代表取締役社長
2022年６月 当社取締役（現任）

1979年４月 弁護士登録、新家猛法律事務所
（現東京八丁堀法律事務所）入所

2000年４月 第二東京弁護士会副会長
2006年４月 日本弁護士連合会常務理事

2008年１月 東京八丁堀法律事務所代表パートナー弁護士・
所長（現任）

2012年４月 第二東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長
2014年３月 キリンホールディングス㈱社外監査役

2015年６月 損害保険ジャパン日本興亜㈱
（現損害保険ジャパン㈱）社外監査役（現任）

2020年６月 当社社外取締役（現任）
2021年３月 コクヨ㈱社外監査役（現任）

1974年４月 三井物産㈱入社
2008年４月 同常務執行役員
2008年６月 同代表取締役常務執行役員
2008年10月 同代表取締役専務執行役員
2009年４月 同代表取締役社長
2015年４月 同代表取締役会長
2016年６月 ㈱リコー社外取締役（現任）
2018年６月 ソフトバンクグループ㈱社外取締役（現任）
2019年６月 当社社外取締役（現任）・日本銀行参与（現任）
2021年４月 三井物産㈱取締役

2021年６月 同顧問（現任）
武田薬品工業㈱社外取締役（現任）

1982年４月 日産自動車㈱入社
1991年３月 日本コカ・コーラ㈱入社
1993年１月 同グローバルブランドマーケティングブランドマネジャー

1996年12月 マスターフーズリミテッド
（現マースジャパンリミテッド）入社

2006年１月 同パーソナル＆オーガニゼーションピープル・
パイプラインマネジャー

2008年８月 日本ロレアル㈱入社 人事本部　シニアHRマネジャー
2011年３月 同副社長、人事本部長
2018年６月 プレス工業㈱社外取締役（現任）
2019年６月 関西ペイント㈱社外取締役（現任）
2022年６月 当社社外取締役（現任）

1987年４月 ㈱伊勢丹入社

2015年４月 ㈱三越伊勢丹執行役員営業本部商品統括部
婦人雑貨統括部長

2016年４月 同執行役員営業本部商品統括部婦人雑貨統括部長
兼営業本部商品統括部特選・宝飾時計統括部長

2017年４月 当社執行役員経営戦略本部経営企画部長
2018年４月 ㈱岩田屋三越代表取締役社長執行役員

2021年４月 当社代表執行役社長CEO
㈱三越伊勢丹代表取締役社長執行役員（現任）

2021年６月 当社取締役代表執行役社長CEO（現任）
2021年８月 新光三越百貨股份有限公司董事（現任）

1979年４月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
2009年１月 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）常務執行役員
2009年６月 同常務取締役・㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役
2012年５月 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）常務執行役員
2013年５月 同専務執行役員
2014年６月 同副頭取

2015年６月 ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役代表
執行役副社長グループCOO

2016年４月 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）頭取
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役

2017年６月 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）特別顧問（現任）
2018年６月 公益財団法人日本国際問題研究所副会長（現任）
2018年12月 三菱総研ＤＣＳ㈱社外取締役（現任）
2019年６月 当社社外取締役（現任）・三菱電機㈱社外取締役（現任）
2021年３月 協和キリン㈱社外取締役（現任）

取締役

石塚  由紀
1962年6月11日生

社外取締役
取締役会議長

橋本  副孝
1954年７月６日生

社外取締役
指名委員会委員長

飯島  彰己
1950年9月23日生

社外取締役

安藤  知子
1959年7月18日生

取締役会長
監査委員会委員長

赤松  憲
1952年９月５日生

社外取締役
報酬委員会委員長

土井  美和子
1954年6月2日生

取締役代表執行役社長
CEO

細谷  敏幸
1964年７月１日生

社外取締役

小山田  隆
1955年11月2日生

取締役代表執行役副社長
CMO

竹内  徹
1960年5月21日生

社外取締役

古川  英俊
1955年7月16日生
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日の第13回定時株主総会
において取締役に再任さ
れた後、新たに報酬委員
会委員に選定されたため、
選定後の報酬委員会出席
状況を記載しています
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選任理由（経験および知見） 略歴 略歴
出席回数

（2022年３月期）
氏名　生年月日　当社における役職 選任理由（経験および知見）
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※出席回数について
は、取締役就任以降
を対象としています

幅広い商品領域および海外子会社
を経験し、子会社トップとして経営戦
略立案、既存事業モデルの変革、ガ
バナンス体制およびリスク・コンプラ
イアンス体制の整備・強化に加え、
内部人財の育成支援に尽力するな
ど、企業経営において卓越したリー
ダーシップを発揮。非業務執行取締
役として公正な経営の監督責任を
果たすことで、当社グループの企業
価値向上に貢献しています。

東京八丁堀法律事務所の代表パー
トナー弁護士・所長として長年にわ
たり第一線で活動し、企業法務に関
する高度な専門知識・経験と、国内
有数の上場企業の社外監査役を務
めた経験による監査に関する深い
知見を有しております。2022年６月
より取締役会議長として当社ガバナ
ンスのさらなる高度化に貢献してい
ます。

三井物産㈱の経営に携わり、企業
経営に関する豊富な経験を有する
とともに、同社の取締役会議長とし
てコーポレート・ガバナンスの推進
に貢献、かつ国内有数の上場企業
の社外取締役を務めてきた経験に
よるガバナンスに関する深い知見を
有しています。指名委員会委員長と
して、社長CEOの再任可否および後
継者計画審議、取締役候補者の決
定などにつき、客観性と透明性のあ
る議事運営に主導的役割を果たし
ています。

日･米･欧の世界有数のグローバル
企業においてブランドマーケティン
グ、営業企画、戦略人事に関する豊
富な知識と経験を有し、企業経営者
としての高い見識・経験を有してお
ります。さらに、グローバル企業にお
いて培った組織文化の考え方、Ｄ＆
Ｉ（ダイバーシティ＆インクルージョ
ン）に関する知見を活かし、経営人
財の育成にも貢献しています。

豊富な営業部門の経験の後、主要
百貨店子会社で企業経営、本社人
事・人財開発を経験し、卓越したリー
ダーシップを発揮。当社グループの
業務執行責任者を兼務する者とし
て取締役会にてその役割を適切に
果たすことで、取締役会のモニタリ
ングの実効性を高め、当社グループ
の企業価値向上に貢献しています。

㈱三井住友銀行において、投資銀
行・企業金融業務責任者として経営
に携わり、2015年には㈱SMBC信
託銀行の社長兼最高執行役員とし
てPMIを遂行するなど、企業経営に
関する豊富な経験と、長年の金融機
関での経験に基づく財務・会計に関
する深い知識を有しています。幅広
い経験・見識を活かして、当社経営
の監督に貢献しています。

主要な営業部門および海外出向経
験の後に、経営企画部長として当社
の経営戦略の立案に従事し、当社グ
ループの新たな長期ビジョンの策定
と中期経営計画の実行・達成に向け
て強いリーダーシップを発揮。執行
および監督の両面で適切に役割を
果たし、グループ全体のさらなる企
業価値向上に貢献しています。

㈱三菱東京UFJ銀行（当時）の経営
に携わり、企業経営に関する豊富な
経験に加え、金融機関における経験
に基づく財務・会計に関する深い知
識や、国内有数の上場企業の社外
取締役を務めた経験によるガバナ
ンスに関する深い知見を有していま
す。幅広い経験・見識を活かして、当
社経営の監督に貢献しています。

総務・経理・管財・物流などの業務
（管理）部門における豊富な経験を

有しており、当社グループの基盤整
備やガバナンス体制の構築に貢献
してまいりました。長く取締役会議
長を務めたガバナンスに関する知
見を活かしつつ、2021年６月から
は監査委員会委員長として、監査を
通じた経営の監督機能の強化に貢
献しています。

㈱東芝における情報技術分野の研
究者・責任者を務めるなど、デジタ
ル・IT分野における多数の功績と、
豊富な知識および経験を有してお
ります。報酬委員会委員長として、
当社の役員報酬制度についての審
議、および個別報酬額などの決定に
関わる審議につき、客観性と透明性
のある議事運営に主導的役割を果
たしています。

報酬委員
指名委員

社外 独立

監査委員
報酬委員

社外 独立

監査委員
指名委員

社外 独立

社外 独立

監査委員
指名委員

社外 独立

社外 独立

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス

04

4443




