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2020年3⽉2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＞   （2020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 取締役会議⻑ 

取締役 ⼭名 昌衛 代表執⾏役社⻑ 兼 CEO 

社外取締役 ⼋丁地 隆 （元 株式会社⽇⽴製作所 代表執⾏役・執⾏役副社⻑） 

社外取締役 藤原 健嗣 （旭化成株式会社 相談役） 

社外取締役 程 近智 （アクセンチュア株式会社 相談役） 

社外取締役 橘・フクシマ・咲江 （G&Sグローバル・アドバイザーズ株式会社 代表取締役社⻑） 

社外取締役 ＊ 佐久間 総⼀郎 （⽇本製鉄株式会社 常任顧問） 

取締役  伊藤 豊次  

取締役 鈴⽊ 博幸  

取締役 ⼤幸 利充 専務執⾏役（2020年4⽉1⽇付で昇任） 

取締役 畑野 誠司 常務執⾏役 

取締役 内⽥ 雅⽂ 常務執⾏役 

※能⾒公⼀(社外取締役)は６⽉開催予定の定時株主総会にて取締役を退任の予定 
 
＜執⾏役⼀覧＞  

役  職 ⽒  名 新職（2020年4⽉1⽇付）・継続職  

代表執⾏役社⻑ 
兼 CEO ⼭名 昌衛 ダイバーシティ推進担当 

専務執⾏役 藤井 清孝 
ヘルスケア事業本部⻑ 
兼  Konica Minolta Precision Medicine, Inc. 会⻑  兼 
CEO 

専務執⾏役 ⼤幸 利充 情報機器事業管掌  
兼 経営企画、IR、広報、DXブランド推進 担当 
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常務執⾏役 若島 司 ⼈事担当 

常務執⾏役 畑野 誠司 経営管理、経理、財務、リスクマネジメント 担当 

常務執⾏役 葛原 憲康 材料・コンポーネント事業本部⻑ 兼 開発統括本部⻑ 

常務執⾏役 市村 雄⼆ DX改⾰、渉外 担当 

常務執⾏役 内⽥ 雅⽂ 技術担当 

常務執⾏役 武井 ⼀ デジタルワークプレイス事業本部⻑ 
兼 BIC(ビジネスイノベーションセンター)、One KM推進 担当 

執⾏役 ⼤須賀 健 コニカミノルタジャパン株式会社 代表取締役社⻑ 

執⾏役 ⽵本 充⽣ ⽣産・調達本部⻑ 

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

執⾏役 伊藤 孝司 ⽣産・調達本部 副本部⻑  
兼 ⽣産・調達本部 ⽣産統括部⻑ 

執⾏役 江⼝ 俊哉 IoTサービスPF開発統括、画像IoTソリューション事業、映像ソ
リューション事業 担当 

執⾏役 杉江 幸治 品質本部⻑ 

執⾏役 松枝 哲也 法務部⻑  
兼 総務、知的財産、コンプライアンス、危機管理 担当 

執⾏役 愛宕 和美 秘書室⻑ 兼 カンパニーセクレタリー担当 

執⾏役 ⻲澤 仁司 センシング事業部⻑ 

執⾏役 Jean-Claude 
Cornillet Konica Minolta Business Solutions France S.A.S. 社⻑ 

執⾏役 岡本 圭司 Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH 社⻑ 

執⾏役 廣⽥ 好彦 情報機器開発本部⻑ 

執⾏役 植村 利隆 プロフェッショナルプリント事業本部⻑ 

執⾏役 ⼩林 ⼀博 ヘルスケア事業本部 副本部⻑  
兼 ヘルスケア事業本部 ヘルスケア事業部⻑ 

※同⼀役位内において、就任順・五⼗⾳順にて記載 
 
◇役員⼈事＜異動＞   （発令⽇︓2020年4⽉1⽇付） 

新   職 旧 職 継 続 職 ⽒  名 

▽DX改⾰担当 
(産業光学システム
事業本部⻑ 
兼 BIC担当) 

常務執⾏役 渉外担当 市村 雄⼆ 
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▽コニカミノルタジャパン株式会社 代表取
締役社⻑ 

(コニカミノルタジャパ
ン株式会社 副社
⻑) 

執⾏役 ⼤須賀 健 

▽⽣産・調達本部 副本部⻑ 
兼 ⽣産・調達本部 ⽣産統括部⻑ (経営管理部⻑) 執⾏役 伊藤 孝司 

▽IoTサービスPF開発統括、画像IoTソ
リューション事業、映像ソリューション事業 
担当 

(IoTサービスPF開
発統括部⻑) 執⾏役 江⼝ 俊哉 

▽品質本部⻑ (プロフェッショナルプ
リント事業本部⻑) 執⾏役 杉江 幸治 

▽総務担当  
執⾏役 
法務部⻑ 兼 知的財産、コンプ
ライアンス、危機管理 担当 

松枝 哲也 

▽情報機器開発本部⻑ 

(IoTサービスPF開
発統括部 副統括
部⻑ 兼 品質本
部 副本部⻑) 

執⾏役 廣⽥ 好彦 

※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 
 
◇役員⼈事＜昇任、新任＞   （発令⽇︓2020年4⽉1⽇付） 

新   職 旧 職 継 続 職 ⽒  名 
▽専務執⾏役 
経営企画、IR、広報、DXブランド推進 担当 

（常務執⾏役 
オフィス事業本部⻑） 

情報機器
事業管掌 ⼤幸 利充 

▽常務執⾏役 
デジタルワークプレイス事業本部⻑ 
兼 BIC、One KM推進 担当 

（執⾏役 
情報機器開発本部⻑）  武井 ⼀ 

▽執⾏役 
プロフェッショナルプリント事業本部⻑ 

（プロフェッショナルプリント事業本部 
産業印刷事業部⻑）  植村 利隆 

▽執⾏役 
ヘルスケア事業本部 副本部⻑ 
兼 ヘルスケア事業本部 ヘルスケア事業部⻑ 

（グループ業務執⾏役員 
コニカミノルタジャパン株式会社 ヘルス
ケアカンパニープレジデント） 

 ⼩林 ⼀博 

 
◇役員⼈事＜退任＞               退任職務は、旧職欄に記載（2020年3⽉31⽇付）  

旧 職 ⽒  名 
（常務執⾏役 
デジタルワークプレイス事業、DXブランド推進、IT 担当） 仲川 幾夫 

（常務執⾏役 
経営企画部⻑ 兼 IR、広報、One KM推進 担当 兼 関⻄⽀社⻑） 秦 和義 

（執⾏役 
ヘルスケア事業本部 副本部⻑ 兼 ヘルスケア事業本部 ヘルスケア事業部⻑） ⻑⾕川 亨 
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＜グループ業務執⾏役員 ⼀覧＞  

役  職 ⽒  名 新職（2020年4⽉1⽇付）・継続職  

グループ業務執⾏役員 渥美 浩三 
⽣産・調達本部 副本部⻑ 兼 SCM部担当 
兼 Konica Minolta Business Technologies (Malaysia) Sdh.Bhd. 
Chairman 

グループ業務執⾏役員 炭⾕ 忠彦 
Konica Minolta Business Solutions (China) Co., Ltd 董事⻑ 兼
総経理  
兼 Konica Minolta (China) Investment Ltd. 董事⻑ 

グループ業務執⾏役員 平賀 明⼦ ヒューマンエクスペリエンスデザインセンター⻑  

グループ業務執⾏役員 辻本 真吾 Konica Minolta Precision Medicine, Inc. CAO 

グループ業務執⾏役員 ⼟⼭ 直⼈ 材料・コンポーネント事業本部 事業開発センター⻑ 

グループ業務執⾏役員 三浦 雅範 QOLソリューション事業部⻑ 

グループ業務執⾏役員 遠藤 浩康 材料・コンポーネント事業本部 IJコンポーネント事業部⻑ 

グループ業務執⾏役員 岡崎 弘 デジタルワークプレイス事業本部 副本部⻑ 

グループ業務執⾏役員 ⾼橋 壮模 サステナビリティ統括部⻑ 

グループ業務執⾏役員 ⾼⼭ 典久 デジタルワークプレイス事業本部 副本部⻑ 

グループ業務執⾏役員 ⼀條 啓介 コニカミノルタジャパン株式会社 ヘルスケアカンパニープレジデント 

グループ業務執⾏役員 野村 由之 材料･コンポーネント事業本部 光学コンポーネント事業部⻑ 

グループ業務執⾏役員 Jonathan 
Yeo 

画像IoTソリューション事業部 副事業部⻑ 
兼  Konica Minolta Business Solutions Asia Pte. Ltd. New 
Business Development HQ本部⻑ 兼 DX Promotion担当 

※同⼀役位内において、就任順・五⼗⾳順にて記載 
 
◇グループ業務執⾏役員 ⼈事＜異動＞ （発令⽇︓2020年4⽉1⽇付） 

新   職 旧 職 継 続 職 ⽒  名 
▽Konica Minolta Business 
Technologies (Malaysia) 
Sdh.Bhd. Chairman 

(Konica Minolta Business 
Technologies (Dongguan) 
Co., Ltd. 董事⻑) 

グループ業務執⾏役員 
⽣産・調達本部 副本
部⻑ 兼 SCM部担当 

渥美 浩三 

▽デジタルワークプレイス事業本部 
副本部⻑ (オフィス事業本部 副本部⻑) グループ業務執⾏役員 岡崎 弘 

▽デジタルワークプレイス事業本部 
副本部⻑ (デジタルワークプレイス事業部⻑) グループ業務執⾏役員 ⾼⼭ 典久 
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◇グループ業務執⾏役員 ⼈事＜新任＞ （発令⽇︓2020年4⽉1⽇付） 
新   職 旧 職 継 続 職 ⽒  名 

▽グループ業務執⾏役員 
コニカミノルタジャパン株式会社 ヘルスケアカ
ンパニープレジデント 

(コニカミノルタジャパ
ン株式会社)  ⼀條 啓介 

▽グループ業務執⾏役員 
材料･コンポーネント事業本部 光学コンポー
ネント事業部⻑ 

(材料･コンポーネン
ト事業本部 光学
コンポーネント事業
部 副事業部⻑ 
兼 Konica 
Minolta Opto 
(Dalian) Co., 
Ltd. 総経理) 

 野村 由之 

▽グループ業務執⾏役員 
画像IoTソリューション事業部 副事業部⻑  
兼 Konica Minolta Business 
Solutions Asia Pte. Ltd. DX 
Promotion担当 

 

Konica Minolta Business 
Solutions Asia Pte. Ltd. 
New Business 
Development HQ本部⻑ 

Jonathan 
Yeo 

 
◇グループ業務執⾏役員 ⼈事＜退任＞     退任職務は、旧職欄に記載（2020年3⽉31⽇付） 

旧 職 ⽒  名 
（グループ業務執⾏役員 

材料･コンポーネント事業本部 光学コンポーネント事業部⻑） 北川 彰 

 
 

＜技術フェロー ⼀覧＞  

役  職 ⽒  名 新職（2020年4⽉1⽇付）・継続職  

技術フェロー 北 弘志 開発統括本部 要素技術開発センター⻑  

技術フェロー 辻村 隆俊 OLED事業 技術担当 

技術フェロー Dennis 
Curry 

Deputy CTO 兼 Head of Digital Workplace Group Europe & 
Konica Minolta Laboratory Europe 

※同⼀役位内において、就任順・五⼗⾳順にて記載 
※新任、退任はおりません。 

 
以上 

 
 
 

本件に関するお問い合わせ 
コニカミノルタ株式会社 コーポレートコミュニケーション室 TEL︓03－6250－2100 


