
 

2022年３月 18日 

各 位 

会社名 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 

代表者名 代表取締役社長    宮下 功 

 （コード番号 2296 東証１部） 

問合せ先 経営企画室ＩＲチーム 内山 健氏 

 （TEL 03－5723－6885） 

 

 

役員及び執行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、役員及び執行役員の異動について、下記の通り決議しました   

ので、お知らせいたします。本件は、2022 年１月 21 日にお知らせしました『組織変更、代表取締役及び

役員・執行役員の異動に関するお知らせ』からの変更になります。 

 

 

記 
 

１．役員及び執行役員の異動 

 

（１）2022年 4月 1日付 

氏 名 ＜新＞ ＜旧＞ 

小川 肇 常務執行役員 

管理本部長 

コンプライアンス担当 

伊藤ハム 取締役 

米久 取締役 

- 

伊藤 勝弘 取締役 取締役常務執行役員 

コーポレート担当（経理財務・総務・人事） 

コンプライアンス担当 

伊藤ハム 専務取締役 

管理本部長 

 

（２）2022年６月下旬（定時株主総会にて決議予定） 

 氏 名 ＜新＞ ＜旧＞ 

小川 肇 取締役常務執行役員 

管理本部長 

コンプライアンス担当 

伊藤ハム 取締役 

米久 取締役 

常務執行役員 

管理本部長 

コンプライアンス担当 

伊藤ハム 取締役 

米久 取締役 

伊藤 勝弘 - 取締役 
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（３）新任取締役候補者の氏名及び略歴 

氏  名 

（生年月日） 
略  歴 

小川
お が わ

 肇
はじめ

 

（1970年９月22日） 

1994年 ４月 三菱商事株式会社 入社（化学品管理部） 

1999年 ７月 同 主計部 

2007年 12月 三菱商事(上海)有限公司 出向 

2009年 12月 三菱商事株式会社 コントローラーオフィス 

2016年 ２月 同 生活産業グループ管理部 

2019年 ４月 同 コーポレートスタッフ部門付（現任） 

 

 

２．役員及び執行役員一覧 

 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社、伊藤ハム株式会社、米久株式会社の役員・執行役員一覧は  

別紙をご参照ください。 

 

 

以 上 
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別紙 

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 役員・執行役員一覧 

   
2022 年４月１日   

役 位 / 職 位 氏 名 職 名 

代表取締役社長 宮下 功  

代表取締役副社長 柴山 育朗  

取締役常務執行役員 若木 孝優 食肉事業本部長 

取締役 伊藤 勝弘  

取締役（社外） 伊藤 綾  

取締役（社外） 大坂 祐希枝  

常勤監査役 松崎 義郎  

常勤監査役 髙橋 伸  

監査役（社外） 市川 一郎  

監査役（社外） 梅林 啓  

常務執行役員 伊藤 功一 
加工食品事業本部長 

伊藤ハム 代表取締役社長 

常務執行役員 堀内 朗久 米久 代表取締役社長 

常務執行役員 御園生 一彦 ＡＮＺＣＯ ＦＯＯＤＳ ＬＴＤ． Executive Chairman 

常務執行役員 米田 雅行 加工食品事業本部 副事業本部長 

常務執行役員 小川 肇※ 管理本部長、コンプライアンス担当 

上席執行役員 小山 剛 社長室長、経営企画室長、グループ物流担当 

上席執行役員 福西 毅 Asian Best Chicken Co., LTD （出向） 

上席執行役員 石松 嘉幸 加工食品事業本部 生産本部長、購買部担当、中央研究所担当 

上席執行役員 牛丸 友幸 
加工食品事業本部 営業本部長 

伊藤ハム販売 代表取締役社長 

執行役員 岩間 定樹 品質保証部長 

執行役員 春名 公喜 加工食品事業本部 事業戦略統括部長 

執行役員 前田 聡※ 管理本部 経理財務部長 

執行役員 陶 愼陽 食肉事業本部 国内食肉本部長 

執行役員 金森 史浩 食肉事業本部 食肉生産本部長 

執行役員 野澤 克己 管理本部 副本部長、ＰＭＩ推進室長 

執行役員 堀内 愼二 米久かがやき 代表取締役社長 

執行役員 玉井 広之 新規事業推進室長 

執行役員 吉野 裕彦 食肉事業本部 海外食肉本部長 

執行役員 橋本 卓也 管理本部 ＩＴ統括室長 

※新任 
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別紙 

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 役員・執行役員一覧 

   
2022 年６月（定時株主総会後） 

役 位 / 職 位 氏 名 職 名 

代表取締役社長 宮下 功  

取締役常務執行役員 若木 孝優 食肉事業本部長 

取締役常務執行役員 伊藤 功一※ 
加工食品事業本部長 

伊藤ハム 代表取締役社長 

取締役常務執行役員 小川 肇※ 管理本部長、コンプライアンス担当 

取締役（社外） 伊藤 綾  

取締役（社外） 大坂 祐希枝  

常勤監査役 松崎 義郎  

常勤監査役 髙橋 伸  

監査役（社外） 市川 一郎  

監査役（社外） 梅林 啓  

常務執行役員 堀内 朗久 米久 代表取締役社長 

常務執行役員 御園生 一彦 ＡＮＺＣＯ ＦＯＯＤＳ ＬＴＤ． Executive Chairman 

常務執行役員 米田 雅行 加工食品事業本部 副事業本部長 

上席執行役員 小山 剛 社長室長、経営企画室長、グループ物流担当 

上席執行役員 福西 毅 Asian Best Chicken Co., LTD （出向） 

上席執行役員 石松 嘉幸 加工食品事業本部 生産本部長、購買部担当、中央研究所担当 

上席執行役員 牛丸 友幸 
加工食品事業本部 営業本部長 

伊藤ハム販売 代表取締役社長 

執行役員 岩間 定樹 品質保証部長 

執行役員 春名 公喜 加工食品事業本部 事業戦略統括部長 

執行役員 前田 聡 管理本部 経理財務部長 

執行役員 陶 愼陽 食肉事業本部 国内食肉本部長 

執行役員 金森 史浩 食肉事業本部 食肉生産本部長 

執行役員 野澤 克己 管理本部 副本部長、ＰＭＩ推進室長 

執行役員 堀内 愼二 米久かがやき 代表取締役社長 

執行役員 玉井 広之 新規事業推進室長 

執行役員 吉野 裕彦 食肉事業本部 海外食肉本部長 

執行役員 橋本 卓也 管理本部 ＩＴ統括室長 

※新任 
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別紙 

伊藤ハム株式会社 役員一覧 

   
2022 年４月１日 

役 位 氏 名 職 名 

代表取締役社長 伊藤 功一※   

専務取締役 御園生 一彦   

常務取締役 若木 孝優 
 

常務取締役 米田 雅行  

取締役 宮下 功   

取締役 小川 肇※   

監査役 松崎 義郎   

監査役 髙橋 伸   

※新任 

 

 

 

2022 年６月（定時株主総会後） 

役 位 氏 名 職 名 

代表取締役社長 伊藤 功一   

専務取締役 御園生 一彦   

常務取締役 若木 孝優   

常務取締役 米田 雅行   

取締役 宮下 功   

取締役 小川 肇   

監査役 松崎 義郎   

監査役 髙橋 伸   
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別紙 

米久株式会社 役員一覧 

   
2022 年４月１日 

役 位 氏 名 職 名 

代表取締役社長 堀内 朗久 
 

取締役 宮下 功  

取締役 若木 孝優※  

取締役 伊藤 功一※   

取締役 小川 肇※   

常勤監査役 青柳 敏文   

監査役 松崎 義郎   

監査役 髙橋 伸  

※新任 

 

 

 

2022 年６月（定時株主総会後） 

役 位 氏 名 職 名 

代表取締役社長 堀内 朗久 
 

取締役 宮下 功  

取締役 若木 孝優  

取締役 伊藤 功一 
 

取締役 小川 肇 
 

監査役 松崎 義郎 
 

監査役 髙橋 伸  
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