
 

 

 
2020年 3月 25日 

不二製油グループ本社株式会社 

 

取締役候補者および監査役候補者に関するお知らせ 

  

不二製油グループ本社株式会社は、取締役候補者および監査役候補者について下記の通り決定いたしました

のでお知らせします。 

本年 6月開催予定の第 92回定時株主総会の承認を経て正式決定する予定です。 

 

 

不二製油グループ本社株式会社 取締役 監査役 

 

 

2020 年 6月 18日付（予定） 

取締役 

代表取締役社長 

（最高経営責任者 

（CEO）） 

清水 洋史 

取締役 酒井 幹夫 

取締役 松本 智樹 

取締役 大森 達司 

取締役 門田 隆司 

取締役 髙杉  豪 （新任） 

社外取締役 三品 和広 独立役員 

社外取締役 上野 祐子 独立役員 

社外取締役 西  秀訓 独立役員 

 

退任予定取締役 

角谷 武彦 上席執行役員は継続 

木田 晴康 上席執行役員は継続 

 

 

 

 

 

 



 

 

監査役 

常勤監査役 澁谷  信 

常勤監査役 黒木 彰子 （新任） 

社外監査役 魚住 隆太 独立役員 

社外監査役 池田 裕彦 独立役員 （新任） 

 

退任予定監査役 

隈部 博史 

草尾 光一 

 

 

ご参考：執行役員一覧 

上席執行役員 酒井 幹夫 
 ブラマー チョコレート カンパニー 会長 

兼 フジ スペシャリティーズ 社長 

上席執行役員 松本 智樹 最高財務責任者（CFO）兼 不二製油株式会社 取締役 

上席執行役員 大森 達司 不二製油株式会社 代表取締役社長 

上席執行役員 角谷 武彦 
CEO 補佐 （マーケティング担当） 

兼 トーラク株式会社 代表取締役社長 

上席執行役員 門田 隆司 最高 ESG 経営責任者（C”ESG”O） 

上席執行役員 木田 晴康 最高技術責任者（CTO） 

上席執行役員 髙杉  豪 最高総務責任者（CAO）兼 情報開示担当 

上席執行役員 丸橋 康浩 最高経営戦略責任者（CSO）兼 不二製油株式会社 取締役 

執行役員 峯村 政孝 中国総代表 兼 不二（中国）投資有限公司 総経理 

執行役員 科野 裕史 油脂・チョコレート事業部門長 

執行役員 信達  等 フジオイル アジア 社長 

執行役員 六川 尚宏 フジ ヨーロッパ アフリカ 社長 

執行役員 鈴木 清仁 PBFS 事業部門長 

執行役員 中村 彰宏 未来創造研究所長 

 

以上

本件に関する問合せ先 

不二製油グループ本社株式会社 広報グループ 関 ・村上 

〒530-0005 大阪市北区中之島 3-6-32 ダイビル本館 

電 話：06-6459-0701  FAX：06-6459-0711 



 

 

＜別紙＞ 

 

◆ 新任取締役候補者 ◆ 

氏名 

（生年月日） 略歴 

たかすぎ  たけし 

髙杉    豪  

1959年 7月 16日生 

1982年 3月  東京大学経済学部 卒業 

1982年 4月  伊藤忠商事株式会社 入社 

2005年 9月   サイアムファミリーマート社長 

2013年 1月  同社食糧部門長（北海道支社長） 

2015年 4月  同社執行役員食料カンパニープレジデント補佐、食糧部門長 兼 伊藤忠食糧 取締役 

2016年 4月  伊藤忠飼料株式会社 取締役 

2017年 4月  不二製油グループ本社株式会社 常務執行役員事業開発部門長 

2018年 4月  同社執行役員 フジ スペシャリティーズ 社長 

2019年 4月  同社上席執行役員 フジ スペシャリティーズ 社長 

 

◆ 新任常勤監査役候補者 ◆ 

氏名 

（生年月日） 略歴・重要な兼職の状況 

くろき  しょうこ 

黒木  彰子  

1963年 5月 26日生 

1987年 3月  慶應義塾大学理工学部 卒業 

1987年 4月  三菱信託銀行株式会社（現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社） 入社   

1989年 1月   ワイアット株式会社 （現 タワーズワトソン株式会社） 入社    

1996年 10月 富士通株式会社 入社     

2017年 2月   株式会社ジャステック入社 取締役 執行役員（総務経理本部本部長）   

2019年 3月   アイエックス・ナレッジ株式会社 顧問     

2019年 6月   アイエックス・ナレッジ株式会社 社外取締役（現任）     

2019年 4月  不二製油グループ本社株式会社 入社 ＣＡＯ補佐     

2019年 7月    同社 ＣＡＯ補佐 ダイバーシティ・サクセッションプラン推進担当（現任）  

 

（重要な兼職の状況）アイエックス・ナレッジ株式会社 社外取締役 

 

◆ 新任社外監査役候補者 ◆ 

氏名 

（生年月日） 略歴・重要な兼職の状況 

いけだ  ひろひこ 

池田  裕彦 



 

 

1960年 6月 21日生 

1983年 3月   中央大学法学部 卒業 

1984年 10月  司法試験合格   

1987年 4月    弁護士登録、大江橋法律事務所入所   

1991年 5月    バージニア大学ロースクール卒業   

1991年 9月～1992年 9月 ニューヨーク市所在、Weil,Gotshal & Manges法律事務所勤務 

1992年 6月   同州弁護士登録   

1993年 4月    大江橋法律事務所パートナー   

 

 

 

 

 


