
取締役・監査役・名誉会長 （2018年6月末現在）
 取締役

1975年8月	 当社入社
1997年6月	 取締役
1999年6月	 執行役員常務
2001年6月	 グループ戦略室長
2003年6月	 執行役員副社長
	 	 インダストリアルオートメーション
	 	 ビジネスカンパニー社長
2008年6月	 取締役副会長
2013年6月	 取締役会長（現任）

1984年4月	 当社入社
2008年6月	 執行役員
	 オムロン	ヘルスケア株式会社
	 代表取締役社長
2010年3月	 グループ戦略室長
2010年6月	 執行役員常務
2011年6月	 代表取締役社長	CEO	（現任）

1985年4月	 株式会社立石ライフ
	 サイエンス研究所
	 	（現オムロン	ヘルスケア
	 株式会社）入社
2010年3月	 オムロン	ヘルスケア株式会社	
	 代表取締役社長
2010年6月	 当社執行役員
2012年6月	 執行役員常務
2015年4月	 CTO	兼	技術・
	 知財本部長（現任）
2017年4月	 執行役員専務（現任）
2017年6月	 代表取締役（現任）
2018年4月	 イノベーション推進本部長（現任）

1983年4月	 当社入社
2011年3月	 グローバルリソースマネジメント
	 本部長
2011年6月	 執行役員
2013年3月	 グローバルSCM＆
	 IT革新本部長
2013年4月	 執行役員常務
2014年3月	 グローバル戦略本部長（現任）
2014年4月	 執行役員専務（現任）
2014年6月	 取締役（現任）
2017年4月	 CFO（現任）

1977年4月	 株式会社東京銀行
	 （現株式会社三菱UFJ銀行）
	 	 入行
2003年7月	 同行ジャカルタ支店長
	 （2007年6月	同行退社）
2007年6月	 当社社外監査役
2011年6月	 執行役員、経営IR室長
2015年3月	 グローバルIR・コーポレート
	 	 コミュニケーション本部長
2015年4月	 執行役員常務
2017年6月	 取締役	（現任）

1972年4月	 伊藤忠商事株式会社入社
2000年6月	 同社執行役員
2002年4月	 同社常務執行役員
2003年6月	 同社代表取締役	常務取締役
2004年4月	 同社代表取締役	専務取締役
2004年6月	 同社代表取締役社長
2010年4月	 同社代表取締役会長
2011年6月	 同社取締役会長	
2013年6月	 当社社外取締役	（現任）
2016年6月	 伊藤忠商事株式会社会長
2018年4月	 同社特別理事（現任）

1986年4月	 シティバンク、エヌ・エイ入行
1996年2月	 A.T.カーニー株式会社入社
2000年9月	 株式会社スーパーナース
	 代表取締役社長
2010年8月	 株式会社ファーストスター・
	 ヘルスケア設立
	 代表取締役社長（現任）
2013年6月	 株式会社ベネッセMCM
	 代表取締役社長
2015年6月	 当社社外取締役（現任）
2017年5月	 株式会社FRONTEO
	 ヘルスケア代表取締役社長
	 （現任）

1981年4月	 TDK株式会社入社
2002年6月	 同社執行役員
2003年6月	 同社常務執行役員
2004年6月	 同社取締役専務執行役員
2006年6月	 同社代表取締役社長
2016年6月	 同社代表取締役会長
2017年6月	 当社社外取締役（現任）
2018年6月	 TDK株式会社
	 	 ミッションエグゼクティブ（現任）

取締役会長
立石 文雄

代表取締役
社長	CEO
山田 義仁

代表取締役
執行役員専務	CTO
宮田 喜一郎

取締役
執行役員専務	CFO
日戸 興史

取締役
安藤 聡

社外取締役
小林 栄三

社外取締役
西川 久仁子

社外取締役
上釜 健宏
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 監査役

 名誉会長

1977年4月	 三井海洋開発株式会社入社
1988年1月	 	三井信託銀行株式会社
	 	（現三井住友信託銀行株式会社）
	 入社
1999年4月	 当社入社
2007年3月	 ソーシアルシステムズ・
	 ソリューション＆サービス・

ビジネスカンパニー
公共ソリューション事業部長

2007年6月	 執行役員
2011年4月	 オムロン	ソーシアル

ソリューションズ株式会社
代表取締役社長

2011年6月	 執行役員常務
2015年6月	 常勤監査役（現任）

1963年4月	 当社入社
1973年5月	 取締役
1976年6月	 常務取締役
1983年6月	 専務取締役
1987年6月	 代表取締役社長
2003年6月	 代表取締役会長
2007年5月	 京都商工会議所会頭（現任）
2011年6月	 名誉会長（現任）

1982年4月	 株式会社三菱銀行
	 （現株式会社	三菱ＵＦＪ銀行）
	 入行
2008年9月	 同行ドイツ総支配人	兼
	 デュッセルドルフ支店長
2011年4月	 当社入社
2011年6月	 常勤監査役	（現任）

1975年11月	 アーサーヤング会計事務所入所
1979年12月	 監査法人朝日会計社
	 （現有限責任あずさ監査法人）
	 入社
1980年3月	 公認会計士登録
1999年7月	 同監査法人代表社員
2002年5月	 同監査法人本部理事
2006年6月	 同監査法人専務理事
2010年6月	 同監査法人理事長、
	 ＫＰＭＧジャパン	チェアマン
2011年9月	 ＫＰＭＧアジア太平洋地域
	 チェアマン
2013年10月	 ＫＰＭＧジャパン	CEO
2015年9月	 朝日税理士法人	顧問（現任）
2016年6月	 当社社外監査役（現任）

1986年4月	 弁護士登録・第二東京弁護士会
	 所属	
	 那須・井口法律事務所入所
1994年1月	 國廣法律事務所	
	 （現国広総合法律事務所）開設
2017年6月	 当社社外監査役	（現任）

常勤監査役
近藤 喜一郎

名誉会長
立石 義雄

常勤監査役
川島 時夫

社外監査役
内山 英世

社外監査役
國廣 正
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