
 

 

 
News Release 
 

2022年4月1日からの経営新体制について 
 

2022年3月2日 
 
コニカミノルタ株式会社（本社：東京都千代田区、社長：山名 昌衛、以下 コニカミノルタ）は、2022

年4月1日からの執行役員新体制について以下のように発表しました。 
 
 コニカミノルタは、2022年4月1日付けの新しい執行役体制について2月24日に対外公表しました。こ
のたびの執行役員の体制と合わせて、業績の早期回復と2025年度までの事業ポートフォリオ転換の完遂
に取り組み、2030年に向けた真の社会課題解決企業への変貌に道筋を示します。新体制では、実行力の一
層の強化を図るべく、当社の次世代を担う技術人財、グローバル人財等、多様性のある人財を積極的に登
用し、新代表執行役社長のリーダーシップのもと、当社の経営課題の解決にチーム力を発揮してまいりま
す。 

コニカミノルタでは、人財の多様性こそが、革新的な発想やアイデアをもたらし、社会に資する新しい
価値を生み出す源泉であると考え、多様な人財登用を推進し、経営の高度化やイノベーション創出の加速
に取り組みます。 
 
 
◇執行役員＜新任＞ （発令日︓2022年4月1日付） 

新  職 旧  職 氏  名 
上席執行役員 
経営管理部長 兼 BIC(ビジネスイノベー
ションセンター)担当 

経営企画部長 兼 社長室長 吉村 裕介 

執行役員 
イノベーション推進室長 

技術担当常務執行役付 森 竜太郎 

執行役員 
IT企画、FORXAI事業推進 担当 

IoTｻｰﾋﾞｽPF開発統括部長 岸 恵一 

執行役員 
機能材料事業部長 

材料･ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ事業本部機能材料事業部  
副事業部長 

大久保 賢一 

 
◇執行役員＜異動＞ （発令日︓2022年4月1日付） 

新  職 ・ 継 続 職 旧  職 氏  名 
上席執行役員 
ｵﾌｨｽ事業本部長 

常務執行役 
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾜｰｸﾌﾟﾚｲｽ事業本部長 

武井 一 

上席執行役員 
生産・調達本部長 兼 SCM担当 

上席執行役員 
生産・調達本部長 

伊藤 孝司 

上席執行役員 
品質本部長 
兼 情報機器ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ担当 

上席執行役員 
品質本部長 

杉江 幸治 
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上席執行役員 
ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾌﾟﾘﾝﾄ事業本部長 
兼 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾌﾟﾘﾝﾄ事業本部産業印刷事業部長 
兼 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ事業担当 

上席執行役員 
ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾌﾟﾘﾝﾄ事業本部長 
兼 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾌﾟﾘﾝﾄ事業本
部産業印刷事業部長 

植村 利隆 

上席執行役員 
ﾍﾙｽｹｱ事業本部長 

上席執行役員 
ﾍﾙｽｹｱ事業本部 副本部長 
兼 ﾍﾙｽｹｱ事業本部ﾍﾙｽｹｱ事業
部長 

小林 一博 

上席執行役員 
DW-DX事業本部長 
兼 DW-DX事業本部ICW事業部長 
兼 BT経営管理、販社管理 担当 

上席執行役員 
Konica Minolta Business 
Solutions U.S.A., Inc. CEO 

伴野 篤利 

上席執行役員 
財務部長 兼 経理担当 

上席執行役員 
財務部長 

平井 善博 

執行役員 
経営企画部長 

執行役員 
財務部付 

辻本 真吾 

執行役員 
Konica Minolta Business Solutions U.S.A., 
Inc. CEO 

執行役員 
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾜｰｸﾌﾟﾚｲｽ事業本部米
州ICW事業担当 

Salvatore Errigo 
サルバトーレ・エリーゴ 

執行役員 
広報部長 兼 IR担当 

執行役員 
広報、IR 担当 

岡村 美和 

 
◇執行役員人事＜退任＞                     退任職務は、旧職欄に記載（2022年3月31日付）  

旧  職 氏  名 
上席執行役員 
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾜｰｸﾌﾟﾚｲｽ事業本部 副本部長 

岡本 圭司 

執行役員 
生産・調達本部副本部長 兼 SCM担当 
兼 Konica Minolta Business Technologies(WUXI) Co., Ltd.董事長 
兼 Konica Minolta Business Technologies(DONGGUAN) Co., Ltd.董事長 

渥美 浩三 

執行役員 
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾜｰｸﾌﾟﾚｲｽ事業本部 副本部長 

岡崎 弘 

 
＜参考：執行役員一覧（2022年4月1日付）＞  

役  職 氏  名  

上席執行役員 大須賀 健 コニカミノルタジャパン株式会社 代表取締役社長 

上席執行役員 武井 一 オフィス事業本部長 

上席執行役員 伊藤 孝司 生産・調達本部長 
兼 SCM担当 

上席執行役員 杉江 幸治 品質本部長 
兼 情報機器カスタマーサポート担当 

上席執行役員 松枝 哲也 法務、総務、知的財産、コンプライアンス、危機管理 担当 
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上席執行役員 亀澤 仁司 センシング事業本部長 
兼 センシング事業本部LD&CA事業部長 

上席執行役員 廣田 好彦 情報機器開発本部長 

上席執行役員 植村 利隆 
プロフェッショナルプリント事業本部長 
兼 プロフェッショナルプリント事業本部産業印刷事業部長 
兼 マーケティングサービス事業担当 

上席執行役員 小林 一博 ヘルスケア事業本部長 

上席執行役員 伴野 篤利 
DW-DX事業本部長 
兼 DW-DX事業本部ICW事業部長 
兼 BT経営管理、販社管理 担当 

上席執行役員 平井 善博 財務部長 
兼 経理担当 

上席執行役員 炭谷 忠彦 Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH 社長 

上席執行役員 吉村 裕介 経営管理部長 

執行役員 平賀 明子 デザインセンター長  

執行役員 辻本 真吾 経営企画部長 

執行役員 土山 直人 材料・コンポーネント事業開発センター長 

執行役員 三浦 雅範 QOLソリューション事業部長 

執行役員 遠藤 浩康 IJコンポーネント事業部長 

執行役員 高橋 壮模 環境統括部長 

執行役員 高山 典久 DW-DX事業本部欧州ICW事業担当 

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 

執行役員 野村 由之 光学コンポーネント事業部長 

執行役員 Jonathan Yeo 
ジョナサン・ヨー 

DW-DX事業本部APAC ICW事業、画像IoTソリューション事
業部APAC Monitoring事業 担当 

執行役員 
Salvatore Errigo 
サルバトーレ・エ
リーゴ 

Konica Minolta Business Solutions U.S.A., Inc. CEO 

執行役員 玉井 昭 
コニカミノルタジャパン株式会社 取締役 コーポレート本
部長 
兼 同社マーケティングサービス事業部担当 

執行役員 Joerg Hartmann 
ヨーク・ハートマン 

DW-DX事業本部欧州ICW事業担当 
兼  Konica Minolta Business Solutions Deutschland 
GmbH/Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH 
President & Managing Director 
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執行役員 松野 克哉 
DW-DX事業本部日本ICW事業担当 
兼 コニカミノルタジャパン株式会社 取締役 営業本部長 
兼 同社DW事業部担当 

執行役員 村山 明子 経営監査室長 

執行役員 岡村 美和 広報部長 
兼 IR担当 

執行役員 大久保 賢一 機能材料事業部長 

執行役員 岸 恵一 IT企画、FORXAI事業推進 担当  

執行役員 森 竜太郎 イノベーション推進室長 

※同一役位内において、就任順・五十音順にて記載 
※2022年4月1日付の執行役新体制（会社法における役員）につきましては、2022年2月24日のニュース
リリースにて発表済みです。 
<https://www.konicaminolta.com/jp-ja/newsroom/2022/0224-04-01.html> 
 
 
――――――――――――――――― 報道関係お問い合わせ先 ――――――――――――――― 

 

コニカミノルタ株式会社 広報部 
https://wwws.konicaminolta.net/neoqa/jp/about_corporate/input.php 


