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コーポレート・ガバナンス

役員一覧

小形 博行
代表取締役 社長
経営企画室担当

1979年４月 当社入社
2008年４月 会計業務管理室長 
2009年６月 執行役員 
2011年６月 監査役（常勤）
2012年６月 取締役執行役員
2013年６月 取締役
2014年６月 常務取締役
2016年６月 代表取締役社長経営企画室担当（現）
2019年５月 S&B INTERNATIONAL CORPORATION チェアマン（CEO）（現）
2020年５月 株式会社ヱスビー興産代表取締役社長（現）

島田 和典
常務取締役
開発生産グループ担当
兼品質保証室担当

1979年4月 当社入社
2011年4月 供給本部上席マネージャー兼営業管理室長

兼同室営業推進ユニット ユニットマネージャー
2011年6月 執行役員
2012年6月 監査役（常勤）
2014年6月 取締役
2015年6月 取締役常務執行役員
2018年6月 常務取締役開発生産グループ担当兼品質保証室担当（現）
2020年5月 株式会社ヱスビーサンキョーフーズ代表取締役社長（現）

加治 正人
取締役 執行役員
管理サポートグループ担当
兼人事総務室担当

1993年4月 当社入社
2018年4月 人事総務室長兼人事秘書ユニット ユニットマネージャー
2019年6月 執行役員
2021年6月 取締役執行役員管理サポートグループ担当

兼人事総務室担当（現）

谷 修
取締役
（非常勤・社外取締役）

1983年4月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 
浅川法律事務所入所

1992年10月 谷法律事務所設立（現）
2004年6月 当社補欠監査役
2006年4月 第一東京弁護士会副会長

関東弁護士会連合会常務理事
2007年6月 当社監査役
2012年6月 当社取締役（非常勤・社外取締役）（現）
2020年6月 西武信用金庫理事（現）

池村 和也
常務取締役
首席執行役員
海外事業部担当

1986年4月 当社入社
2010年10月 営業本部上席マネージャー

兼同本部商品グループユニット ユニットマネージャー
2013年6月 執行役員
2016年6月 取締役執行役員
2017年6月 取締役常務執行役員
2018年6月 常務取締役常務執行役員
2021年6月 常務取締役首席執行役員海外事業部担当（現）

田口 裕司
常務取締役
営業グループ担当
兼ハーブ事業部担当

1985年4月 当社入社
2011年10月 商品部上席マネージャー

兼同部商品企画ユニット ユニットマネージャー
2013年6月 執行役員
2017年6月 取締役常務執行役員
2019年6月 常務取締役常務執行役員
2020年6月 常務取締役営業グループ担当兼ハーブ事業部担当（現）

広瀬 晴子
取締役
（非常勤・社外取締役）

1968年12月 人事院採用
1992年1月 国際連合教育科学文化機関（UNESCO）本部人事局長
2002年9月 国際連合工業開発機関（UNIDO）事務局次長兼調整・地域事業局長
2006年11月 駐モロッコ王国特命全権大使
2010年3月 外務省退官
2014年6月 日本モロッコ協会会長（現）
2016年6月 当社取締役（非常勤・社外取締役）（現）
2018年3月 日機装株式会社社外取締役（現）
2020年6月 三菱瓦斯化学株式会社社外取締役（現）

大嶽 佐由美
取締役
（非常勤・社外取締役）

1984年4月 AT＆T Unix Pacific 日本事務所 オフィスマネージャー
1996年4月 SAPジャパン株式会社 エグゼクティブアシスタント
1998年4月 JD Edwards（現Oracle Corporation）日本支社

マーケティングコミュニケーションマネージャー
2001年4月 Fidelity Investments日本支社

コーポレートコミュニケーションマネージャー
2002年4月 EMCジャパン株式会社（現デル・テクノロジーズ株式会社）

コーポレートコミュニケーションマネージャー
2006年9月 有限会社Office Otake設立（現）

鵜高 利行
監査役
（非常勤・社外監査役）

1987年10月 監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
1991年9月 公認会計士登録
1993年4月 税理士登録
1993年8月 鵜高公認会計士事務所設立（現）
2011年7月 TFS国際税理士法人社員（現）
2012年6月 当社補欠監査役
2013年6月 当社監査役（現）
2018年4月 産業能率大学大学院兼任教員（現）

西邨 正敏
監査役（常勤）

1987年4月 当社入社
2017年4月 人事総務室長兼法務ユニット ユニットマネージャー
2018年6月 執行役員
2019年6月 監査役（常勤）（現）

松家 元
監査役
（非常勤・社外監査役）

葛山 康典
監査役
（非常勤・社外監査役）

1993年4月 早稲田大学理工学部助手
1996年4月 早稲田大学社会科学部専任講師
1998年4月 早稲田大学社会科学部助教授
2003年4月 早稲田大学社会科学部（現同大学社会科学総合学術院）教授

（現）
2010年6月 当社補欠監査役
2012年6月 当社監査役（現）

1992年4月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 
松家法律事務所入所

1998年4月 最高裁判所司法研修所所付（民事弁護教官室）
2009年4月 最高裁判所司法研修所教官（民事弁護教官室）
2012年4月 立教大学大学院法務研究科特任教授
2013年6月 当社監査役（現）
2018年4月 筑波大学法科大学院教授
2019年10月 松家法律事務所所長（現）

山崎 明裕
取締役

1989年4月 株式会社三菱銀行入行 
1995年6月 当社入社 
2001年4月 営業本部長代理 
2003年6月 執行役員
2005年6月 取締役執行役員
2007年6月 取締役常務執行役員
2009年6月 専務取締役 
2011年6月 代表取締役副社長 
2014年6月 代表取締役会長
2016年6月 取締役会長
2017年6月 取締役（現）

小島 和彦
取締役
上席執行役員
開発生産グループ担当
兼 商品部長

1985年4月 当社入社
2009年10月 商品本部上席マネージャー

兼同本部第1商品開発ユニット ユニットマネージャー
2015年6月 執行役員
2017年4月 開発生産グループ担当兼商品部長（現）
2019年6月 取締役執行役員
2021年6月 取締役上席執行役員（現）


