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役員の異動に関するお知らせ 
 
 

当社は、本⽇開催の取締役会において、下記のとおり、役員の異動について内定いたしましたので
お知らせします。なお、本件は 2021 年 3 ⽉ 24 ⽇開催予定の当社第 36 回定時株主総会及び取締役会
を経て、正式に決定される予定です。 
 

記 
 
○ 取締役の異動（2021 年 3 ⽉ 24 ⽇付予定） 

 
（１） 新任取締役候補予定者 

⽒ 名 現 役 職 

⽊寺 昌⼈ 
当社 アドバイザー 
丸紅株式会社 社外取締役 
⽇本製鉄株式会社 社外取締役 

（同⽒は、会社法第２条第 15 号に定める社外取締役の候補予定者です。） 
 

（２） 退任予定取締役 
⽒ 名 現 役 職 

渡邉 光⼀郎 当社 社外取締役 
 
 

以上 
  



新 役 員 名 簿（2021年3⽉24⽇付予定） 
 

役 職 ⽒ 名 現 役 職 
取締役 
会⻑ 丹呉 泰健 （同 左） 

取締役 
副会⻑ 岩井 睦雄 （同 左） 

代表取締役 
社⻑ 寺畠 正道 （同 左） 

代表取締役 
副社⻑ ⾒浪 直博 （同 左） 

代表取締役 
副社⻑ 廣渡 清栄 （同 左） 

取締役 
専務執⾏役員 ⼭下 和⼈ （同 左） 

取締役 幸⽥ 真⾳ （同 左） 

取締役 ⻑嶋 由紀⼦ （同 左） 

取締役 ⽊寺 昌⼈ 
当社 アドバイザー 
丸紅株式会社 社外取締役 
⽇本製鉄株式会社 社外取締役 

常勤監査役 永⽥ 亮⼦ （同 左） 

常勤監査役 ⼭本 博 （同 左） 

常勤監査役 三村 亨 （同 左） 

監査役 ⼤林 宏 （同 左） 

監査役 吉國 浩⼆ （同 左） 

(注) 取締役幸⽥ 真⾳、⻑嶋 由紀⼦及び⽊寺 昌⼈は会社法第２条第 15 号に定める社外取締役です。 
(注) 監査役三村 亨、⼤林 宏及び吉國 浩⼆は会社法第２条第 16 号に定める社外監査役です。 
  



執 ⾏ 役 員 名 簿 （2021 年 1 ⽉ 1 ⽇付予定） 
 
社⻑  （最⾼経営責任者）      寺畠 正道 
副社⻑  （最⾼財務責任者、コミュニケーション担当）    ⾒浪 直博 
副社⻑   （コーポレート・医薬事業・⾷品事業担当）     廣渡 清栄 
専務執⾏役員 （コンプライアンス・サステナビリティマネジメント・総務担当） ⼭下 和⼈ 
専務執⾏役員 （たばこ事業本部 国内たばこ事業ＣＥＯ、事業企画担当）  福地 淳⼀ 
常務執⾏役員 （たばこ事業本部 国内たばこ事業ＣＦＯ）     前⽥ 勇気 
常務執⾏役員 （たばこ事業本部 セールス担当）     清川 栄⼀ 
執⾏役員  （たばこ事業本部 渉外担当 ）      ⼩倉 健資 
執⾏役員  （たばこ事業本部 原料担当）      ⼩川 千種 
執⾏役員  （たばこ事業本部 ＲＲＰジャパンオフィスヘッド)    中島 康裕 
執⾏役員  （たばこ事業本部 マーケティング担当）     廣末 秀⼀ 
執⾏役員  （たばこ事業本部 Ｒ＆Ｄ担当）      三⽊ 啓介 
執⾏役員  （たばこ事業本部 製造担当）      ⼩柳 明弘 
執⾏役員  （たばこ事業本部 中国事業部⻑）      ⼩⼝ 徹 
執⾏役員  （たばこ事業本部 品質保証担当）     ⼟⽅ 徹 
執⾏役員  （医薬事業部⻑）       藤本 宗明 
執⾏役員  （医薬事業部 医薬総合研究所⻑）      ⼤川 滋紀 
執⾏役員  （⾷品事業担当）       古川 博政 
執⾏役員  （企画担当）       中野 恵 
執⾏役員  （デジタライゼーション担当）      柴⼭ 武久 
執⾏役員  （総務担当）        菊池 孝徳 
執⾏役員  （⼈事担当）        森 功⼀ 
執⾏役員  （コミュニケーション担当）      福⽥ 浩之 
執⾏役員  （法務担当）        廣瀬 修 
執⾏役員  （サステナビリティマネジメント担当）    妹川 久⼈ 
 
(注) 社⻑ 寺畠 正道がたばこ事業本部⻑を兼ねるものとします。 
 
2021 年 1 ⽉ 1 ⽇時点における執⾏役員の異動はありません。 


