
住田 清芽
社外監査役
1961年1月28日生

1988年5月　 公認会計士登録（現任）
1999年5月　 朝日監査法人（現 有限 

責任 あずさ監査法人）社員
2006年5月　 同法人パートナー
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

（現任）
2020年3月　 あずさ監査法人退社
2020年6月　 当社社外監査役（現任）
2020年6月　 古河電気工業株式会社 

社外監査役（現任）
2020年6月　 株式会社アドバンテスト  

社外取締役（監査等委員） 
（現任）

重要な兼職の状況
古河電気工業株式会社 社外監査役
株式会社アドバンテスト 社外取締役
（監査等委員）

役員の略歴（2021年10月11日現在）

久野 貴久
代表取締役社長 社長執行役員
1961年10月29日生
経営執行 内部監査室担当

1985年4月　当社入社
2008年6月　当社執行役員
2014年4月　当社常務執行役員
2014年6月　当社取締役 常務執行役員
2017年6月　 当社代表取締役社長 社長執行役員

（現任）
重要な兼職の状況
Intercontinental Specialty Fats Sdn. Bhd. 
Chairman
一般社団法人日本植物油協会会長

岡野 良治
取締役 常務執行役員
1962年9月6日生
海外事業、ファインケミカル事業部、
ファインケミカル営業部担当

1987年4月　丸紅株式会社入社
2013年4月　同社飼料畜産事業部長
2015年4月　同社穀物第二部長
2017年4月　同社穀物本部副本部長
2019年4月　当社常務執行役員
2019年6月　当社取締役 常務執行役員（現任）
重要な兼職の状況
日清奥利友（中国）投資有限公司董事長

三枝 理人
取締役 常務執行役員
1960年9月22日生
食品事業本部長 兼 支店、営業推進部担当

1984年4月　当社入社
2014年4月　当社執行役員 東京支店長
2019年4月　当社常務執行役員
2021年6月　 当社取締役 常務執行役員（現任）

尾上 秀俊
代表取締役 専務執行役員
1961年2月1日生
財務部、情報企画部、原料・油糧担当

1983年4月　当社入社
2004年7月　当社執行役員
2005年6月　当社取締役
2011年6月　当社常務執行役員
2013年6月　当社取締役 常務執行役員
2018年6月　当社取締役 専務執行役員
2019年6月　 当社代表取締役 専務執行役員

（現任）

河原﨑 靖
取締役 専務執行役員
1958年8月31日生
生産統括部長 兼 サステナビリティ推進室、
脱炭素化推進室、物流統括部、横浜磯子工場、
名古屋工場、堺工場、水島工場、安全・防災担当

1984年4月　当社入社
2011年6月　当社執行役員
2017年4月　当社常務執行役員
2018年6月　当社取締役 常務執行役員
2021年4月　当社取締役 専務執行役員（現任）

山本 功
社外取締役
1957年5月2日生

1981年  4月　株式会社野村総合研究所入社
1991年  1月　同社事業戦略室室長
2002年  1月　 メリルリンチ日本証券投資銀行部

門共同責任者、マネージングディ
レクター

2003年11月　 株式会社SIGインスティテュート代
表取締役社長

2006年  7月　 株式会社マスチューン（現 株式会
社ミンカブ・ジ・インフォノイド） 
監査役

2007年  9月　同社取締役
2009年11月　 起業投資株式会社代表取締役

（現任）
2011年  6月　 ソニーフィナンシャルホールディン

グス株式会社社外取締役
2019年  6月　 当社社外取締役（現任）
2019年10月　 Scenera, Inc.社外取締役（現任）
重要な兼職の状況
起業投資株式会社代表取締役

町田 恵美
社外取締役
1964年2月7日生

1990年3月　公認会計士登録（現任）
2004年7月　 監査法人トーマツ（現 有限責任監

査法人トーマツ）社員
2012年7月　同法人退社
2013年4月　預金保険機構非常勤監事
2016年6月　当社社外監査役
2020年6月　 当社社外取締役（現任）
2020年6月　 株式会社ヤクルト本社 社外監査役

（現任）
重要な兼職の状況
公認会計士、株式会社ヤクルト本社社外監査役

小林 新
取締役 常務執行役員
1961年5月26日生
経営企画室、人事・総務部、コーポレートコミュニ
ケーション部、品質保証部担当

1985年4月　当社入社
2009年5月　当社執行役員
2014年4月　当社常務執行役員
2016年6月　当社取締役 常務執行役員（現任）

白井 さゆり
社外取締役
1963年1月2日生

2006年4月　慶應義塾大学総合政策学部教授
2011年4月　日本銀行政策委員会審議委員
2016年4月　 慶應義塾大学総合政策学部特別

招聘教授
2016年4月　 アジア開発銀行研究所客員研究員
2016年6月　当社社外取締役（現任）
2016年9月　 慶應義塾大学総合政策学部教授

（現任）
2020年1月　 EOS at Federated Hermes   

上級顧問（現任）
重要な兼職の状況
慶應義塾大学総合政策学部教授

監査役

執行役員

藤井 隆
常勤監査役
1954年9月27日生

1998年4月　当社入社
2000年6月　当社財務部長
2002年4月　当社執行役員
2003年6月　当社取締役
2009年6月　 当社取締役   

常務執行役員
2016年6月　 当社取締役   

専務執行役員
2018年6月　 当社常勤監査役 

（現任）

常務執行役員

岡 雅彦
食品事業本部副本部長
兼 商品戦略部、
通信販売部担当

執行役員

寺口 太二
業務用広域営業部長、 
ユーザーサポートセンター長
兼 加工食品・素材事業企画室担当

執行役員

長岡 宏
大阪支店長 兼 大阪事業場長

常務執行役員　

梨木 宏
加工用事業部長
兼 加工油脂営業部、
加工用事業企画部、
ユーザーサポートセンター担当

執行役員

渡辺 信行
物流統括部長
兼 横浜磯子事業場長

執行役員

瀬川 高志
人事・総務部長、健康経営推進部長
兼 ビジネスサポートセンター担当

草道 倫武
社外監査役
1972年10月18日生

2003年10月　 弁護士登録（第一東
京弁護士会所属） 
（現任）

2017年 4月　 第一東京弁護士会 
副会長

2018年 4月　 東京三弁護士会 
多摩支部支部長 
日本司法支援セン
ター 
東京地方事務所副
所長（現任）

2019年 6月　 当社社外監査役 
（現任）

重要な兼職の状況
弁護士

執行役員

山内 勝昭
Intercontinental Specialty Fats 
Sdn. Bhd.
DEPUTY CEO

執行役員

小池 賢二
原料部長 兼 油糧営業部長

執行役員

久馬 仁
加工用営業部長、加工用事業部長
補佐 兼 バルク油受渡部担当

執行役員

斉藤 孝博
東京支店長 兼 RS営業部長

執行役員

佐藤 将祐
技術本部長、生産技術開発部長
兼 中央研究所、知的財産部担当

執行役員

野中 公陽
経営企画室長 兼 DX推進室担当

取締役の知識・経験・能力などを一覧化したスキルマトリクスは以下の通りです。

氏名 企業経営 サステナビリティ 
（ESG） 事業投資 財務・ 

会計
人材 

マネジメント
法務・ 
リスク管理

営業・ 
マーケティング

生産・ 
研究開発 国際性 情報・ 

デジタル

久野 貴久 ● ● ● ● ● ●
尾上 秀俊 ● ● ● ● ● ● ●
河原﨑 靖 ● ● ●
小林 新 ● ● ●
岡野 良治 ● ● ● ●
三枝 理人 ●
白井 さゆり ● ● ●
山本 功 ● ● ● ● ●
町田 恵美 ● ● ●

※ 上記一覧表は、取締役の有するすべての知見等を表すものではありません。

大場 克仁
常勤監査役
1962年3月12日生

1985年4月　当社入社
2015年4月　当社営業推進部長
2019年6月　 当社常勤監査役 

（現任）

取締役

スキルマトリクス
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コーポレート・ガバナンス


