
取締役・監査役・執行役員 （2021年6月24日現在）

取締役 監査役

社長 池見　賢
専務執行役員 粟山 治 漁業ユニット長、水産資源セグメント統括
専務執行役員 半澤 貞彦 加工セグメント・事業支援部門統括、各工場
常務執行役員 武田 信一郎 物流ユニット長、コーポレート部門統括
常務執行役員 渡辺 毅 事業企画部
常務執行役員 昌子 有 化成ユニット長
常務執行役員 小門 賢一 加工セグメント副担当、情報システム部、品質保証部、お客様相談センター、ロジスティクス部
常務執行役員 舟木 謙二 養殖、海外 各ユニット長、水産資源セグメント副担当
常務執行役員 坂本 透 経営企画部、コーポレートコミュニケーション部、財務部
執行役員 天野 秀隆 家庭用加工食品ユニット長、グロッサリー事業部長、各支社（北海道、東北）
執行役員 小梶 聡 開発部長、中央研究所
執行役員 塩原 毅 畜産ユニット長
執行役員 鯉沼 一光 水産商事、荷受 各ユニット長
執行役員 若宮 靖史 家庭用冷凍食品ユニット長、広域営業部
執行役員 安田 大助 業務用食品ユニット長、各支社（関西、中四国、九州）
執行役員 廣嶋 精一 法務・リスク管理部、総務部、人事部、経理部、監査部
執行役員 播谷 純 関東支社長、販売統括部、中部支社
執行役員 山田 英剛 ベトナム駐在

執行役員 （2021年6月24日現在）

生年月日　1949年11月11日（71歳）

1972年4月 当社入社
2001年6月 当社取締役
2010年4月 株式会社マルハニチロホールディングス

代表取締役副社長
2014年4月 当社代表取締役社長
2020年4月 当社代表取締役会長（現）

取締役会出席状況：100%（17回/17回）

代表取締役会長

伊藤 滋

生年月日　1961年5月21日（60歳）

1985年4月 当社入社
2016年4月 当社財務部長
2018年4月 当社企画開発部長
2019年4月 当社監査部長
2020年6月 当社監査役（現）

取締役会出席状況：100%（14回/14回）

監査役

田部 浩之

生年月日　1959年11月24日（61歳）

1982年4月 当社入社
2019年4月 当社常務執行役員（現）
2020年6月 当社取締役（現）

取締役会出席状況：100%（14回/14回）

取締役

武田 信一郎

生年月日　1957年12月22日（63歳）

1981年4月 当社入社
2014年6月 当社取締役
2017年4月 当社常務執行役員
2017年6月 当社取締役（現）
2019年4月 当社専務執行役員
2020年4月 当社代表取締役社長（現）

取締役会出席状況：100%（17回/17回）

代表取締役社長

池見 賢

生年月日　1959年1月28日（62歳）

1981年4月 当社入社
2012年4月 当社取締役
2018年4月 当社常務執行役員
2018年6月 当社取締役（現）
2020年4月 当社専務執行役員（現）

取締役会出席状況：100%（17回/17回）

取締役

粟山 治

生年月日　1959年11月23日（61歳）

1983年4月 当社入社
2013年4月 当社取締役
2019年4月 当社常務執行役員
2019年6月 当社取締役（現）
2020年4月 当社専務執行役員（現）

取締役会出席状況：100%（17回/17回）

取締役

半澤 貞彦

生年月日　1958年4月11日（63歳）

1982年4月 三菱信託銀行株式会社入社
1987年8月 大東通商株式会社入社
2000年6月 同社代表取締役社長（現）
2006年6月 株式会社マルハグループ本社社外監査役
2009年6月 同社社外取締役
2014年4月 当社社外取締役（現）

取締役会出席状況：100%（17回/17回）

選任理由：大東通商株式会社の代表取締役社長（現職）
として会社経営の知見を有し、豊富な経験と優れた見識
にもとづき、社内取締役とは異なる観点からのグループ
経営に関するご意見をいただくことにより、当社のコー
ポレート・ガバナンスおよびグループ経営に貢献いただ
けると判断し、引き続き社外取締役としています。

社外取締役

中部 由郎

生年月日　1953年4月14日（68歳）

1986年4月 弁護士登録
1986年4月 枡田・江尻法律事務所入所
2007年7月 西村あさひ法律事務所入所
2014年6月 当社社外取締役（現）
2016年6月 株式会社ヤマダ電機（現株式会社ヤマダ

ホールディングス）社外監査役（現）
2020年1月 名取法律事務所入所
2020年5月 株式会社三陽商会社外監査役（現）
2020年6月 古河電池株式会社社外取締役（現）
2020年12月 ITN法律事務所設立
2020年12月 同所エグゼクティブ・パートナー弁護士

（現）

取締役会出席状況：94%（16回/17回）

選任理由：弁護士として法令遵守の知見を有し、公正・
中立な立場から、豊富な経験と優れた見識にもとづき、
社内取締役とは異なる観点からのグループ経営に関す
るご意見をいただくことにより、当社のコーポレート・ガ
バナンスおよびグループ経営に貢献いただけることを期
待し、引き続き社外取締役としています。なお、同氏は、
直接会社経営に関与したことはありませんが、上記の理
由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できる
と判断しました。

社外取締役

飯村 北

生年月日　1950年1月15日（71歳）

1972年4月 株式会社日本興業銀行入行
2011年3月 藤田観光株式会社

常務取締役 兼 常務執行役員
2017年4月 津田塾大学 学長特命補佐

戦略推進本部長
2018年6月 日本航空株式会社社外取締役（現）
2019年6月 株式会社ダイセル 社外取締役（現）
2019年6月 当社社外取締役（現）
2020年4月 津田塾大学 学長特命補佐

取締役会出席状況：94%（16回/17回）

選任理由：金融機関および複数の企業で培われた会社
経営の知見を有し、大学における教育改革など多様な
視点から、豊富な経験と優れた見識にもとづき、社内取
締役とは異なる観点からのグループ経営に関するご意
見をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナン
スおよびグループ経営に貢献いただけることを期待し、
引き続き社外取締役としています。

社外取締役

八丁地 園子

生年月日　1958年2月10日（63歳）

1980年4月 株式会社日本長期信用銀行入行
1999年1月 三菱信託銀行株式会社入社
2013年6月 エム・ユー・トラスト・アップルプランニン

グ株式会社代表取締役副社長
2014年6月 当社常任監査役（現）

取締役会出席状況：100%（17回/17回）

選任理由：金融機関における長年の経験と豊かな知識
等、財務会計の知見を有し、社外監査役としての職務を
適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役と
しています。

社外監査役

清水 裕之

生年月日　1960年5月20日（61歳）

1984年4月 株式会社日本興業銀行入行
2014年4月 株式会社みずほ銀行常務取締役
2014年6月 株式会社みずほフィナンシャルグループ

取締役兼執行役常務
2017年6月 同社取締役（監査委員）
2017年6月 株式会社みずほ銀行取締役（監査等委員）
2019年6月 当社常任監査役（現）

取締役会出席状況：100%（17回/17回）

選任理由：金融機関における長年の経験と豊かな知識
等、財務会計の知見を有し、社外監査役としての職務を
適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役と
しています。

社外監査役

綾 隆介

生年月日　1963年12月28日（57歳）　

1986年4月 三菱信託銀行株式会社入社
1997年9月 株式会社緒方不動産鑑定事務所入所
2000年11月 同社取締役（現）
2006年4月 東京地方裁判所民事調停委員（現）
2009年4月 明治大学専門職大学院グローバルビジ

ネス 研究科兼任講師（現）
2012年11月 イオン・リートマネジメント株式会社

投資委員会外部委員（現）
2017年11月 株式会社九段緒方ホールディングス

代表取締役社長（現）
2018年3月 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資

法人執行役員（現）
2018年6月 株式会社セレスポ社外監査役（現）
2018年7月 株式会社九段都市鑑定代表取締役（現）
2021年4月 東京民事調停協会連合会副会長（現）
2021年6月 当社社外監査役（現）

取締役会出席状況：新任
選任理由：主に不動産鑑定業務を通じて豊富な経験と
優れた見識を有し、また複数の企業で培われた会社経
営の知見を有することから、社外監査役としての職務を
適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役と
しています。

社外監査役

奥田 かつ枝

生年月日　1959年8月16日（61歳）

1983年10月 青山監査法人（現PwCあらた有限責任
監査法人）入社

1987年3月 公認会計士登録
1995年8月 兼山公認会計士事務所開設（現）
2013年6月 株式会社マルハニチロホールディングス

社外監査役
2014年4月 当社社外監査役（現）

取締役会出席状況：100%（17回/17回）

選任理由：公認会計士として財務会計の知見を有し、社
外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判
断し、社外監査役としています。社外監査役

兼山 嘉人
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