
 
 

2020年 3月 12日 

各 位 

               会社名 ：古河電気工業株式会社 

               代表者名 ：代表取締役社長 小林 敬一 

                      （コード ：5801 東証第 1部） 

       問い合わせ先 ：ＩＲ・広報部長 増田 真美 

             （TEL 03-3286-3050） 

 

役員等の異動および新委嘱業務のお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、執行役員等の異動および委嘱業務を決定し、監査役の異動を内定し

ました。4月 1日付の組織改正の内容とともに、下記のとおりお知らせします。 

 

記 

１．2020年 3月 31日付 

 退任執行役員  

  氏名 新役職（4月 1日） 現役職および委嘱業務 

川 口  寛 東京特殊電線株式会社 特別顧問 
執行役員専務、 
電装エレクトロニクス統括部門長 兼 同統
括部門企画統括部長 

石渡  伸一 機能製品統括部門アドバイザー 
執行役員、 

機能製品統括部門 AT・機能樹脂事業部門長 

森田  真吾 古河物流株式会社 代表取締役社長 

執行役員、 

グローバルマーケティングセールス部門中部

支社長 

兼 同部門電装エレクトロニクス材料営業統

括部長 

伊藤  啓真 古河産業株式会社 常務取締役 

執行役員、 

グローバルマーケティングセールス部門関西

支社長 

 

 退任シニア・フェロー  

氏名 新役職（4月 1日） 現役職および委嘱業務 

大越 春喜 
研究開発本部情報通信･エネルギー研究所

アドバイザー 

研究開発本部情報通信･エネルギー研究所

シニア･フェロー 

 



 

２．2020年 4月 1日付 

（１）新任執行役員 

  氏名 新役職および委嘱業務 現役職 

浦上敬一郎 

執行役員、 

営業統括本部中部支社長 

兼 同本部電装エレクトロニクス材料営業統

括部長 

古河 AS株式会社 営業本部長 

兼 当社電装エレクトロニクス統括部門自動

車部品事業部門営業統括部長 

兼 当社グローバルマーケティングセールス

部門電装エレクトロニクス材料営業統括部

自動車部品営業部長 

内田  輝義 
執行役員、 

ものづくり改革本部企画統括部長 

ものづくり改革本部生産技術部長 

島田  道宏 
執行役員、 

（委嘱業務は現役職と同じ） 

研究開発本部次世代インフラ創生センター

長 

柳  登志夫 
執行役員、 

機能製品統括部門銅箔事業部門長 

戦略本部経営企画部長 

森平  英也 
執行役員、 

（委嘱業務は現役職と同じ） 

情報通信ソリューション統括部門ファイバ・ケ

ーブル事業部門長 

枡谷  義雄 
執行役員、 

営業統括本部新事業創出統括部長 

グローバルマーケティングセールス部門グ

ループマーケティンクﾞ統括部長 

 

（２）昇格 

氏名 新役職および委嘱業務 現役職および委嘱業務 

阿 部  茂 信 

執行役員常務、 

自動車部品事業部門長 

兼 古河 AS株式会社 取締役社長 

執行役員、 

電装エレクトロニクス統括部門自動車部品

事業部門長 

兼 古河 AS株式会社 取締役社長 

 

（３） 委嘱の変更  

氏名 役職および新委嘱業務 役職および現委嘱業務 

黒 田  修 
取締役 兼 執行役員常務、 

営業統括本部長 

取締役 兼 執行役員常務、 

グローバルマーケティングセールス部門長 

宮 本  聡 

取締役 兼 執行役員常務、 

総務･CSR本部長 

兼 同本部通商・貿易統括部長 

取締役 兼 執行役員常務、 

総務･CSR本部長 

兼 同本部輸出管理室長 

後 藤  淳 

執行役員、 

Furukawa (Thailand) Co.,Ltd. Managing 

Director 

兼 営業統括本部副本部長 

兼 古河電工（上海）有限公司 董事長 

兼 古河電工香港有限公司  董事長 

兼 古河電工（深圳）商貿有限公司 董事長 

執行役員、 

Furukawa (Thailand) Co.,Ltd. Managing 

Director 

兼 グローバルマーケティングセールス部門

副部門長 

兼 古河電工（上海）有限公司 董事長 

兼 古河電工香港有限公司  董事長 

兼 古河電工（深圳）商貿有限公司 董事長 

寺内  雅生 

執行役員、 

電装エレクトロニクス材料統括部門長 

執行役員、 

電装エレクトロニクス統括部門導電材事業

部門長 

山井  智之 

執行役員、 

自動車部品事業部門副事業部門長 

兼 同事業部門技術統括部長 

執行役員、 

電装エレクトロニクス統括部門自動車部品

事業部門副事業部門長 

兼 同事業部門技術統括部長 

 



 

３．2020年 6月 23日付 

（１） 退任予定監査役 

氏名 退任後の役職 現役職 

藤 田  讓 ― 社外監査役 

 

（２）新任監査役候補者 

氏名 新役職 選任までの役職 

住田  清芽 社外監査役 ― 

 

 



 

４．2020年 4月 1日付組織改正 

（１）グローバルマーケティングセールス部門を「営業統括本部」に変更する。 

（２）電装エレクトロニクス統括部門の「自動車部品事業部門」を、社長直下の組織に変更する。 

（３）「電装エレクトロニクス統括部門」を「電装エレクトロニクス材料統括部門」に変更する。 

（４）総務･CSR本部の「輸出管理室」を「通商・貿易統括部」に変更する。 

（５）研究開発本部に「デジタルイノベーションセンター」を新設する。 

（６）ものづくり改革本部に「企画統括部」を新設する。 

（７）営業統括本部の内部組織である「グループマーケティンクﾞ統括部」を「新事業創出統括部」へ変更する。 

（８）電装エレクトロニクス統括部門の「巻線事業部門」を廃止する。 

（９）電装エレクトロニクス統括部門の「銅管事業部門」を廃止する。 

 

 以 上



 

 

新任執行役員の略歴 

 

浦上 敬一郎(うらかみ けいいちろう) 

 1961年 10月 20日生  満 58歳 大阪府出身  

 

1985年 3月  立命館大学経営学部卒業 

同 年 4月  当社入社 

2006年 7月  Furukawa (Thailand) Co.,Ltd. 

2007年 6月  Furukawa (Thailand) Co.,Ltd. 社長 

2012年 1月  古河 AS株式会社 営業本部中部営業部長 

兼 当社電装・エレクトロニクスカンパニー自動車部品事業部営業統括部中部

営業部長 

2016年 4月  古河 AS株式会社 営業本部長 

兼 当社自動車部品事業部門営業統括部長 

兼 当社セールス・マーケティング部門電装･エレクトロニクス営業統括部自動

車部品営業部長 

2018年 4月  古河 AS株式会社 営業本部長 

兼 当社電装エレクトロニクス統括部門自動車部品事業部門営業統括部長 

兼 当社グローバルマーケティングセールス部門電装エレクトロニクス材料営

業統括部自動車部品営業部長（現在に至る） 

 

 ◆選任理由 

自動車部品事業部門の営業部門統括者としての強いリーダーシップを今後も発揮することにより、中部地区

を中心とした顧客との更なる関係強化に加え、当社グループで新たに策定したビジョン 2030 で掲げるモビリテ

ィ・サービスと当社事業領域との融合を促進していくにあたり、適任であるため。 

 

内田 輝義（うちだ てるよし） 

 1964年 9月 29日生  満 55歳 福岡県出身  

 

1987年 3月  九州大学工学部機械工学科卒業 

同 年 4月  当社入社 

2001年 5月  Furukawa FITEL (Thailand) Co., Ltd. 

2011年 4月  生産技術部企画部長 

2012年 5月  構造改革推進部長 

2013年 4月  自動車部品事業部門企画ユニットシニアマネージャー 

2017年 4月  ものづくり改革本部生産技術部長（現在に至る） 

 

 ◆選任理由 

設備系を中心に蓄積してきた幅広い経験と強い推進力を活かし、当社が注力するものづくり力の一層の強化

を確実に進めることが期待でき、企画統括する立場からこれを組織横断的に取組むにあたり、適任であるた

め。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

島田 道宏（しまだ みちひろ） 

 1960年 9月 7日生  満 59歳 東京都出身  

 

1988年 3月  名古屋大学大学院理学研究科化学専攻修了 

同 年 4月  当社入社 

2008年 1月  研究開発本部横浜研究所ナノテクセンター長 

2010年 12月  研究開発本部企画部長 

2012年 8月  エネルギー・産業機材カンパニーエネルギー事業部長 

2013年 4月  電力事業部門長 

兼 産業電線･機器事業部門長 

2017年 4月  研究開発本部コア技術融合研究所長 

2019年 2月  研究開発本部次世代インフラ創生センター長（現在に至る） 

 

 ◆選任理由 

次世代インフラ創生センター長として牽引してきた融合領域における技術開発をさらに加速させて早期の新

事業創出を行い、これをビジョン 2030の実現につなげていくにあたり、適任であるため。 

 

柳 登志夫（やなぎ としお） 

 1966年 1月 26日生  満 54歳 東京都出身  

 

1988年 3月  早稲田大学法学部卒業 

同 年 4月  当社入社 

2003年 4月  ファイテル製品事業部企画管理ユニットマネージャー 

2008年 2月  経営企画室主査 

2013年 4月  銅箔事業部門企画ユニットシニアマネージャー 

2016年 4月  戦略本部経営企画室長 

2018年 4月  戦略本部経営企画部長（現在に至る） 

 

 ◆選任理由 

経営企画や、銅箔事業部門で構造改革を牽引した豊富な経験と全社的視点からの推進力を活かし、銅箔事

業の成長戦略を再構築し、牽引していくにあたり、適任であるため。 

 



 

森平 英也（もりだいら ひでや） 

 1965年 7月 13日生  満 54歳 群馬県出身  

 

1990年 3月  東北大学大学院理学研究科地学専攻修了 

同 年 4月  当社入社 

2011年 3月  知的財産部戦略企画グループマネージャー 

2014年 4月  戦略本部経営企画室長 

2016年 4月  情報通信ソリューション統括部門企画統括部長 

兼 情報通信ソリューション統括部門企画統括部企画管理部長 

2017年 4月  情報通信ソリューション統括部門副統括部門長 

兼 情報通信ソリューション統括部門企画統括部長 

2020年 2月  情報通信ソリューション統括部門ファイバ・ケーブル事業部門長（現在に至る） 

 

 ◆選任理由 

知的財産部門や経営企画等での豊富な経験に裏打ちされた高い全社的視点により情報通信ソリューション

統括部門でも強いリーダーシップを発揮してきた実績から、今後、当社の基軸事業であるファイバ・ケーブル事

業の将来の方向性を見定め、同事業米国子会社との連携強化を含めた改革を牽引するにあたり、適任である

ため。 

 

枡谷 義雄（ますたに よしお） 

 1965年 9月 29日生  満 54歳 大分県出身  

 

1989年 3月  立教大学経済学部卒業 

1998年 10月  当社入社 

2011年 4月  情報通信カンパニー海外営業部長 

2013年 4月  セールス・マーケティング部門環境・インフラ営業統括部海外営業部長 

2015年 4月  グローバル事業推進部門海外営業部長 

兼 セールス・マーケティング部門環境・インフラ営業統括部海外営業部長 

2015年 7月  銅箔事業部門副事業部門長 

兼 銅箔事業部門営業統括部長 

2017年 4月  グローバルマーケティングセールス部門企画統括部長 

2018年 4月  グローバルマーケティングセールス部門グループマーケティンクﾞ統括部長（現

在に至る） 

 

 ◆選任理由 

海外営業に長年携わる中で、マーケティングに関する深い知見や高いリーダーシップ力を発揮し、提案力強

化や新ビジネスモデルの構築等、戦略的な取組みを展開してきた豊富な実績を有すことから、課題である新事

業の創出を統括して強力に推し進めるにあたり、適任であるため。 



 

 

新任監査役候補者の略歴 

 

住田 清芽（すみだ さやか） 

 1961年 1月 28日生  満 59歳 香川県出身  

 

1983年 3月  東京女子大学文理学部社会学科卒業 

1984年 10月  朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社 

1988年 5月  公認会計士登録 

2006年 5月  有限責任あずさ監査法人 代表社員（現 パートナー） 

（2020年 3月末退職予定） 

2010年 7月  日本公認会計士協会常務理事 

2017年 2月  金融庁 企業会計審議会委員（現在に至る） 

 

◆指名理由 

財務諸表監査、内部統制監査のほか、内部統制や内部監査に関するアドバイザリー業務等を広く経験されて

いることに加え、日本公認会計士協会の監査基準委員委員長および常務理事として、主に国際監査基準（ISA）

と整合する日本の監査基準の開発・改正に従事。幅広い経験、高度な専門知識により、当社の監査強化に適任

であるため。 

 

以 上 


