
 
 

2021年 3月 10日 

各 位 

               会社名 ：古河電気工業株式会社 

                     （コード ：5801 東証第 1部） 

               代表者名 ：代表取締役社長 小林 敬一 

       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、取締役・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 

１．2021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 

牧 謙 取締役 
東京特殊電線株式会社 顧問 

取締役 兼 執行役員、 
戦略本部長  
兼 同本部 OneF 自動車事業推進チーム長 

木村  隆秀 非常勤顧問 執行役員専務、 

情報通信ソリューション統括部門長  

兼 同統括部門企画統括部長 

山井  智之 古河 AS 株式会社 専務取締役 兼 執行役

員 

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 

上村  高敏 古河電池株式会社 顧問 執行役員、 

ものづくり改革本部長 

 

２．2021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 

西村  英一 執行役員、 

（委嘱業務は現役職と同じ） 

エネルギーインフラ統括部門電力事業部門

長 

太田  寿彦 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テル

製品事業部門長 

山本  尚志 執行役員、 

電装エレクトロニクス材料統括部門銅条・高

機能材事業部門長 

兼 同統括部門改善推進部長 

電装エレクトロニクス材料統括部門銅条・高

機能材事業部門長 

増田  真美 執行役員、 

財務・グローバルマネジメント本部 IR 部長 

兼 ビジネス基盤変革本部広報部長 

財務・グローバルマネジメント本部 IR・広報

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 

福 永  彰 宏 取締役 兼 執行役員常務、 

（委嘱業務は現役職と同じ） 

取締役 兼 執行役員、 

財務・グローバルマネジメント本部長 

 

（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 

荻原  弘之 代表取締役 兼 執行役員副社長、 

コーポレート統括本部長 

代表取締役 兼 執行役員副社長、 

グループ変革本部長 

宮 本  聡 取締役 兼 執行役員常務、 

ビジネス基盤変革本部長 

取締役 兼 執行役員常務、 

総務･CSR本部長 

田中  雅子 執行役員、 

ビジネス基盤変革本部副本部長 

執行役員、 

戦略本部副本部長 

兼 同本部人事部長 

福田  隆志 執行役員、 

ビジネス基盤変革本部 ICT戦略企画部長 

執行役員、 

戦略本部 ICT戦略企画部長 

内田  輝義 執行役員、 

ものづくり改革本部長 

執行役員、 

ものづくり改革本部企画統括部長 

島田  道宏 執行役員、 

研究開発本部インキュベーター統括部長 

執行役員、 

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、 

リスクマネジメント本部長 

執行役員、 

機能製品統括部門銅箔事業部門長 

森平  英也 執行役員、 

情報通信ソリューション統括部門長  

兼 同統括部門ファイバ・ケーブル事業部門

長 

執行役員、 

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、 

コーポレート統括本部副本部長 

兼 同本部ソーシャルデザイン統括部長 

兼 同本部 OneF モビリティ事業推進チーム

長 

執行役員、 

営業統括本部新事業創出統括部長 

 

３．2021年 6月 24日付 

（１） 退任予定取締役および監査役 

氏名 退任後の役職 退任前の役職 

藤田  純孝 ― 社外取締役 

中 本  晃 ― 社外取締役 

牧  謙 ― 取締役 

塚本  隆史 社外取締役 社外監査役 

 

（２）新任取締役候補者および監査役候補者 

氏名 新役職 選任までの役職 

塚本  隆史 社外取締役 社外監査役 

斎 藤  保 社外取締役 ― 

塩 見 崇 夫  社外監査役 ― 

 

 



 

４．2021年 4月 1日付組織改正 

（１）「グループ変革本部」を「コーポレート統括本部」に変更する。 

（２）コーポレート統括本部に「ソーシャルデザイン統括部」を新設する。 

（３）「戦略本部」を「ビジネス基盤変革本部」に変更する。 

（４）戦略本部の内部組織である「OneF 自動車事業推進チーム」をコーポレート統括本部へ移管し、「OneF モビリ

ティ事業推進チーム」に変更する。 

（５）「総務・CSR本部」を「リスクマネジメント本部」に変更する。 

（６）財務・グローバルマネジメント本部の内部組織である「IR・広報部」を「IR 部」に変更し、ビジネス基盤変革本部

に「広報部」を新設する。 

（７）研究開発本部に「インキュベーター統括部」を新設する。 

 

 以 上



 

新任執行役員の略歴 

 

西村 英一（にしむら えいいち） 

 1961年 6月 19日生  満 59歳 青森県出身  

 

1984年 3月  茨城大学工学部機械工学科卒業 

同 年 4月  当社入社 

2009年 1月  株式会社ビスキャス電力事業部電力機器製造部長 

2013年 8月  同社電力事業部電力技術部長 

2014年 7月  同社電力事業本部電力事業部副事業部長 

兼 電力ケーブル製造部長 

2015年 6月  同社執行役員電力事業本部副本部長 

兼 電力ケーブル製造部長 

2016 年 10月  当社エネルギーインフラ統括部門電力事業部門国内電力統括部電力ケーブ

ル製造部長 

2017年 4月  エネルギーインフラ統括部門電力事業部門長（現在に至る） 

 

 ◆選任理由 

入社以来、電力事業にて開発・生産技術に従事。㈱フジクラとの合弁である㈱ビスキャスにおいて異なる企

業文化の融合と改革を推進。㈱ビスキャスからの地中・海底線事業譲渡後は、電力事業部門長として同事業

の黒字化に大きく貢献。今後も同事業の着実な成長に向けたリーダーシップの発揮を期待。 

 

太田 寿彦（おおた としひこ） 

 1962年 11月 2日生  満 58歳 岐阜県出身  

 

1985年 3月  信州大学理学部物理学科卒業 

同 年 4月  当社入社 

1993年 3月  Fitel Photomatrix Inc． 

2010年 6月  当社情報通信カンパニーGlobal Business Solutions FITEL海外事業推進部長 

2011年 4月  情報通信カンパニーファイテル製品事業部技術部長 

2013年 4月  戦略本部秘書室長 

2015年 4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 

兼 情報通信ソリューション統括部門企画統括部グローバル事業戦略室長 

2017 年 4月  情報通信ソリューション統括部門ファイテル製品事業部門長（現在に至る） 

 

 ◆選任理由 

研究開発部門・情報通信事業を中心としたキャリアの中で、2011 年のタイの洪水被害に際して顧客対応にお

いてリーダーシップを発揮し、危機を乗り越えた経験を持つ。ファイバレーザ市場での優位性を確立するため、

複数の顧客・パートナーとのコラボレーションを同時進行させ、各々を成果に導いた。豊富な人脈の活用と行動

力・突破力の発揮により、同事業の新たな展開への貢献を期待。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

山本 尚志（やまもと たかし） 

 1963年 5月 9日生  満 57歳 奈良県出身  

 

1986年 3月  京都大学工学部金属系学科卒業 

同 年 4月  当社入社 

2011 年 7月  金属カンパニー銅管事業部製造部長 

2013 年 4月  銅管事業部門製造部長 

2014 年 2月  Furukawa Metal (Thailand) Public Co., Ltd. 

2016年 4月  Furukawa Metal (Thailand) Public Co., Ltd. 社長 

2018 年 4月  当社電装エレクトロニクス材料統括部門改善推進部長 

2019年 4月  電装エレクトロニクス統括部門銅条･高機能材事業部門長 

2020 年 4月  電装エレクトロニクス材料統括部門銅条･高機能材事業部門長（現在に至る） 

 

 ◆選任理由 

銅管事業の構造改革を現場の中心となって推進したほか、タイ銅管子会社社長として海外でのマネジメント

を経験。銅条・高機能材事業部門長就任後は、強い変革マインドを持ち、厳しい環境下においても損益改善を

着実に実行。同事業の更なる体質強化に向け、リーダーシップの発揮を期待。 

 

増田 真美（ますだ まみ） 

 1964年 1月 25日生  満 57歳 神奈川県出身  

 

1986年 3月  学習院大学経済学部経済学科卒業 

同 年 4月  松下電池工業株式会社（現 パナソニック株式会社）入社 

2002 年 1月  松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）財務・IR グループ IR 企画

チーム 

2005 年 8月  パナソニック株式会社ディスクロージャー・IR渉外室 

2015年 7月  当社入社 

財務・調達本部 IR・広報部副部長 

2015年 11月  財務・調達本部 IR・広報部長 

2019 年 4月  財務・グローバルマネジメント本部 IR・広報部長（現在に至る） 

 

 ◆選任理由 

IRの専門家として 2015年に入社。前職大手電機メーカーでの IRに関する高い専門性と豊富な経験を活かし、

社内外からの高い信頼を得て、当社の IR・広報機能強化に大きく貢献。今後は進化する市場動向を意識した

IR と関連機能のさらなる進化を目指し、従来とは異なる視点・発想による改革を期待。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新任取締役候補者の略歴 

 塚本 隆史（つかもと たかし） 

 1950年 8月 2日生  満 70歳 東京都出身 

 

1974年 3月  京都大学法学部卒業 

同 年 4月  株式会社第一勧業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 

2002年 4月  株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）執行役員人事

部長 

2003年 3月  株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員リスク管理グループ長 

兼 人事グループ長 

2004年 4月  株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員欧州地域統括役員 

2006年 3月  同行常務取締役企画グループ統括役員 

兼 財務・主計グループ統括役員 

2007年 4月  同行取締役副頭取 

2008年 4月  株式会社みずほフィナンシャルグループ副社長執行役員財務・主計グループ
長 

2008 年 6月  株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役副社長財務・主計グループ長 

2009 年 4月  株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役社長 

2011 年 6月  株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役会長 
兼 株式会社みずほ銀行取締役頭取 

2013 年 7月  株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役会長 
兼 株式会社みずほ銀行取締役会長 

同 年 11月  株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役会長 

2014 年 4月  みずほフィナンシャルグループ常任顧問 

2017 年 4月  みずほフィナンシャルグループ名誉顧問（現在に至る） 

  同 年 6月  当社社外監査役（現在に至る） 

 

 ◆指名理由 

金融機関の経営者としての豊富な知見・経験を有し、2017 年より当社社外監査役として、グループ経営管理、

財務政策等に関しリスクマネジメントの観点から活発に発言を行い、当社グループの監査に貢献。監査役の任

期満了に伴い、新たに社外取締役の立場からの経営の監督、有益な助言・提言を期待。 

 

斎藤 保（さいとう たもつ） 

 1952年 7月 13日生  満 68歳 山形県出身 

 

1975年 3月  東京大学工学部卒業 

同 年 4月  石川島播磨重工業株式会社（現 株式会社 IHI）入社 

2004年 7月  同社航空宇宙事業本部管理部長 

2006年 6月  同社執行役員 航空宇宙事業本部副本部長 

2008年 1月  同社執行役員 航空宇宙事業本部長 

同 年 4月  同社取締役 執行役員 航空宇宙事業本部長 

2009年 4月  同社取締役 常務執行役員 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 
兼 最高経営執行責任者 

2016年 4月  同社代表取締役会長 
兼 最高経営責任者 

2017年 4月  同社代表取締役会長 

2020年 6月  同社相談役（現在に至る） 

 

 ◆指名理由 

大手重工業メーカーにおける代表取締役社長・会長や業界を越えた広い産業分野で要職を歴任し、企業経

営全般に豊富な知見、経験を有しており、独立した立場からの経営の監督、有益な助言・提言を期待。 

 



新任監査役候補者の略歴 

 

塩見 崇夫（しおみ たかお） 

 1952年 11月 25日生  満 68歳 大阪府出身  

 

1975年 3月  神戸大学経営学部卒業 

同 年 4月  伊藤忠商事株式会社入社 

2000 年 4月  同社自動車業務戦略室長 

2001 年 2月  同社金融・不動産・保険・物流カンパニー経営企画部長 

2004 年 6月  同社執行役員 物流部門長 

2005年 4月  同社執行役員 金融部門長 

2006年 6月  同社常務取締役 金融・不動産・保険・物流カンパニープレジデント 

2008年 6月  株式会社オリエントコーポレーション 代表取締役副社長 

2012 年 6月  伊藤忠商事株式会社 代表取締役常務執行役員 機械カンパニープレジデン

ト 

2014 年 6月  同社代表取締役専務執行役員 機械カンパニープレジデント 

2016 年 6月  いすゞ自動車株式会社 取締役副社長 

2018 年 8月  伊藤忠連合企業年金基金 理事長（現在に至る） 

 

◆指名理由 

大手総合商社、金融やメーカーでの経営経験を有しており、財務・会計を含めた企業経営全般に関する豊

富な経験および高度な知見を活かしたリスクマネジメントの在り方や各種経営判断に関する指摘・提言を期

待。 

以 上 


