
8 OLYMPUS  Annual Report 2013

A  取締役会長
木本 泰行（Yasuyuki Kimoto）
昭和24年   2月26日生
昭和46年 4月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
平成10年 6月 同行取締役
平成11年 6月 同行執行役員
平成14年 6月 同行常務執行役員
平成16年 4月 同行常務取締役兼常務執行役員
平成17年 6月 同行専務取締役兼専務執行役員
平成18年 5月 株式会社日本総合研究所代表取締役社長兼最高執行役員
平成24年 4月 同社特別顧問
  当社取締役会長（現任）

D  取締役専務執行役員
竹内 康雄（Yasuo Takeuchi）
昭和32年   2月25日生
昭和55年 4月 当社入社
平成17年 4月 オリンパスメディカルシステムズ
  株式会社統括本部長
平成21年 4月  Olympus Europa Holding GmbH
  取締役
平成21年 6月 当社執行役員
平成23年 10月 Olympus Europa Holding GmbH
  取締役会長
平成24年 4月 当社取締役（現任）
  当社専務執行役員（現任）
  当社グループ経営統括室長（現任）
  Olympus Corporation of 
  the Americas 取締役会長（現任）
平成25年 3月 Olympus Europa Holding SE 取締役
 　　　　　　　 （現任）

B  代表取締役社長執行役員
笹 宏行（Hiroyuki Sasa）
昭和30年  9月14日生
昭和57年 4月 当社入社
平成13年 4月 当社内視鏡事業企画部長
平成17年 4月 オリンパスメディカルシステムズ株式会社第1開発本部長
平成19年 4月 同社マーケティング本部長
平成19年 6月 当社執行役員
  オリンパスメディカルシステムズ株式会社取締役
平成24年 4月 当社代表取締役（現任）
  当社社長執行役員（現任）

E  取締役常務執行役員
林 繁雄（Shigeo Hayashi）
昭和32年   8月21日生
昭和56年 4月 当社入社
平成15年 4月 当社経営戦略部生産革新担当部長
平成18年 1月 当社生産調査部長
平成20年 4月 当社伊那工場長
平成21年 6月 当社執行役員
平成22年 4月 当社ものづくり革新センター製造技術  
  本部長
平成23年 10月  長野オリンパス株式会社
  代表取締役社長
平成24年 4月 当社取締役（現任）
  当社常務執行役員（現任）
  当社ものづくり革新センター長（現任）
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C  取締役専務執行役員
藤塚 英明（Hideaki Fujizuka）
昭和30年   9月1日生
昭和55年 4月  株式会社三菱銀行（現株式会社三菱
  東京UFJ銀行）入行
平成19年 6月 同行執行役員
平成22年 6月 千歳興産株式会社取締役社長
平成24年 4月 当社取締役（現任）
  当社専務執行役員（現任）
  当社コーポレートセンター長（現任）
平成25年 4月 当社オリンパスビジネスクリエイツ
  株式会社担当（現任）

Refocus

経営体制

取締役

 実効性のある体制確立を目指して 
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L  社外取締役
鵜瀞 惠子（Keiko Unotoro）
昭和29年 10月26日生
昭和52年 4月 公正取引委員会事務局入局
平成12年 4月 専修大学大学院非常勤講師（現任）
平成16年 6月 公正取引委員会事務総局 首席審判官
平成19年 1月 同 経済取引局取引部長
平成20年 6月 同 官房総括審議官
平成23年 1月 同 経済取引局長
平成24年 9月 同 退職
平成24年 11月 大江橋法律事務所アドバイザー（現任）
平成25年 4月 東洋学園大学現代経営学部教授（現任）
平成25年 6月 当社取締役（現任）
〈重要な兼職の状況〉
東洋学園大学現代経営学部教授

I  社外取締役
西川 元啓（Motoyoshi Nishikawa）
昭和21年   1月1日生
昭和43年 4月 八幡製鐵株式会社
  （現新日鐡住金株式会社）入社
平成  9年 6月 同社取締役
平成13年 4月 同社常務取締役
平成15年 6月 同社常任顧問
  （チーフリーガルカウンセル）
平成19年 7月 同社顧問
平成21年 6月 株式会社日鉄エレックス監査役
平成22年 4月 NKSJホールディングス株式会社
  監査役（現任）
平成23年 7月 東京弁護士会弁護士登録
  野村綜合法律事務所所属（現任）
平成24年 4月 当社取締役（現任）
〈重要な兼職の状況〉
 NKSJホールディングス株式会社監査役

J  社外取締役
今井 光（Hikari Imai）
昭和24年   7月23日生
昭和49年 4月 山一證券株式会社入社
昭和61年 1月 モルガン・スタンレー証券会社入社
平成  5年 4月 メリルリンチ証券会社入社
平成11年 1月 メリルリンチ日本証券株式会社副会長
平成19年 11月 株式会社レコフ取締役副社長
平成20年 4月 同社代表取締役社長
平成24年 4月 当社取締役（現任）

M  社外取締役
吉田 憲一郎（Kenichiro Yoshida）
昭和34年 10月20日生
昭和58年 4月 ソニー株式会社入社
平成10年 6月 同社社長室長
平成12年 7月 ソニーコミュニケーションネットワーク  
  株式会社（現ソネットエンタテインメント
  株式会社）入社
平成12年 9月 ソネット・エムスリー株式会社
  （現エムスリー株式会社）取締役（現任）
平成17年 4月 ソニーコミュニケーションネットワーク  
  株式会社（現ソネットエンタテインメント
  株式会社）代表取締役（現任）
平成18年 7月 テレビポータルサービス株式会社
  （現株式会社アクトビラ）取締役（現任）
平成19年 6月 ソニー株式会社グループ役員（現任）
平成25年 6月 当社取締役（現任）
〈重要な兼職の状況〉
ソネットエンタテインメント株式会社代表取締役社長
エムスリー株式会社取締役
株式会社アクトビラ取締役

K  社外取締役
藤井 清孝（Kiyotaka Fujii）
昭和32年   2月10日生
昭和56年 4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
昭和61年 9月 The First Boston Corporation入社
平成  5年 6月 日本ブーズ・アレン・ハミルトン
  株式会社取締役副社長
平成  9年 9月 日本ケイデンス・デザイン・システムズ
  社代表取締役社長
平成12年 1月 SAPジャパン株式会社代表取締役社長
平成18年 5月 LVJグループ株式会社代表取締役社長
平成20年 10月 ベタープレイス・ジャパン株式会社
  代表取締役社長（現任）
平成24年 4月 当社取締役（現任）
平成24年 8月 ヘイロー・ネットワーク・ジャパン
  株式会社代表取締役社長（現任）
〈重要な兼職の状況〉
ベタープレイス・ジャパン株式会社代表取締役社長
ヘイロー・ネットワーク・ジャパン株式会社代表取締役社長
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G  社外取締役
蛭田 史郎（Shiro Hiruta）
昭和16年 12月20日生
昭和39年 4月 旭化成工業株式会社
  （現旭化成株式会社）入社
平成  9年 6月 同社取締役
平成11年 6月 同社常務取締役
平成13年 6月 同社専務取締役
平成14年 6月 同社取締役副社長
平成15年 4月 同社代表取締役社長
平成22年 4月 同社取締役最高顧問
平成22年 6月 同社最高顧問
平成23年 3月 株式会社日本経済新聞社監査役（現任）
平成24年 4月 当社取締役（現任）
平成25年 6月 旭化成株式会社常任相談役（現任）
〈重要な兼職の状況〉
 株式会社日本経済新聞社監査役

H  社外取締役
藤田 純孝（Sumitaka Fujita）
昭和17年 12月24日生
昭和40年 4月 伊藤忠商事株式会社入社
平成  7年 6月 同社取締役
平成  9年 4月 同社常務取締役
平成10年 4月 同社代表取締役常務取締役
平成11年 4月 同社代表取締役専務取締役
平成13年 4月 同社代表取締役副社長
平成18年 4月 同社代表取締役副会長
平成18年 6月 同社取締役副会長
平成19年 6月 株式会社オリエントコーポレーション
  取締役
平成20年 6月 伊藤忠商事株式会社相談役
  古河電気工業株式会社取締役（現任）
  日本興亜損害保険株式会社監査役
平成21年 6月 日本板硝子株式会社取締役（現任）
平成22年 4月 NKSJホールディングス株式会社取締役
平成23年 7月 伊藤忠商事株式会社理事（現任）
平成24年 4月 当社取締役（現任）
〈重要な兼職の状況〉
 古河電気工業株式会社取締役
 日本板硝子株式会社取締役
 日本CFO協会理事長

F  社外取締役
後藤 卓也（Takuya Goto）
昭和15年   8月19日生
昭和39年 4月 花王石鹸株式会社
  （現花王株式会社）入社
平成  2年 6月 同社取締役
平成  3年 7月 同社常務取締役
平成  8年 6月 同社専務取締役
平成  9年 6月 同社代表取締役社長
平成16年 6月 同社取締役会長
平成17年 3月 旭硝子株式会社取締役
平成17年 6月 長瀬産業株式会社取締役
平成18年 6月 株式会社リコー取締役
平成20年 6月 花王株式会社顧問
平成23年 6月 JSR株式会社取締役（現任）
平成24年 4月 当社取締役（現任）
〈重要な兼職の状況〉
 JSR株式会社取締役
 公益社団法人日本マーケティング協会会長
 アジア・マーケティング連盟会長
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経営体制

監査役
斎藤 隆（Takashi Saito）
昭和27年  2月11日生
昭和51年 4月 当社入社
平成17年 6月 当社執行役員
平成18年 4月 当社ビジネスサポート本部長
平成19年 6月 会津オリンパス株式会社代表取締役社長
平成22年 6月 当社常務執行役員
  オリンパスメディカルサイエンス販売株式会社代表取締役社長
平成24年 4月 当社常勤監査役（現任）

社外監査役
名取 勝也（Katsuya Natori）
昭和34年  5月15日生
昭和61年 4月 桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所
平成  2年 6月 Davis Wright Tremaine法律事務所入所
平成  4年 7月 Wilmer, Cutler & Pickering法律事務所入所
平成  5年 7月 エッソ石油株式会社入社
平成  7年 1月 アップルコンピュータ株式会社入社
平成  9年 1月 サン・マイクロシステムズ株式会社取締役
平成14年 3月 株式会社ファーストリテイリング執行役員
平成16年 1月 日本アイ・ビー・エム株式会社取締役執行役員
平成22年 4月 同社執行役員
平成24年 2月 名取法律事務所長（現任）
平成24年 4月 当社監査役（現任）
〈重要な兼職の状況〉
名取法律事務所長

監査役
清水 昌（Masashi Shimizu）
昭和32年12月19日生
昭和57年 4月 日本生命保険相互会社入社
平成19年 3月 同社財務審査部長
平成24年 4月 当社常勤監査役（現任）

社外監査役
名古屋 信夫（Nobuo Nagoya）
昭和20年  1月30日生
昭和43年 10月 公認会計士後藤岩男事務所入所
昭和45年 8月 公認会計士登録
昭和46年 6月 税理士登録
昭和53年 4月 新光監査法人社員
平成 元年 2月 中央新光監査法人代表社員
平成18年 10月 なごや公認会計士事務所長（現任）
平成21年 6月 株式会社コア監査役
平成24年 4月 当社監査役（現任）
〈重要な兼職の状況〉
なごや公認会計士事務所長

監査役


