取締役および監査役（2021年6月29日現在）
代表取締役会長

宮川 尚久（みやかわ なおひさ）

略歴 1975年 4月 当社入社
2007年 6月 当社執行役員
人事総務部長 秘書室長
2009年 6月 当社執行役員
古河電子株式会社代表取締役社長
2011年 6月 当社取締役 上級執行役員
古河電子株式会社代表取締役社長
2013年 6月 当社代表取締役社長
2021年 6月 当社代表取締役会長 ( 現）
当社 所 有 株 式 数 37,200株
取締役会への出席状況 16/16回
選任理由

選 任 理由

宮川尚久氏は、
当社代表取締役社長として、2025年ビジョン
「FURUKAWA Power &
Passion 150」
や
『中期経営計画2019』
を策定し、経営改革を推進するなど、強いリーダ
ーシップを発揮して当社の経営をけん引してきました。当社が企業価値の向上と持続的
な成長を図るに当たっては、
同氏の豊富な経験と見識等を当社の経営に活かすことが
必要と判断し、
取締役として選任しました。

独立社外取締役

略歴 1983年 4月 当社入社
2017年 6月 当社執行役員
古河ユニック株式会社取締役副社長
    
（中計推進担当）
2018年 6月 当社執行役員
古河ユニック株式会社代表取締役社長
2019年 6月 当社取締役 上級執行役員
古河ユニック株式会社代表取締役社長
2020年 6月 当社取締役 常務執行役員
古河ユニック株式会社代表取締役社長
2021年 6月 当社代表取締役社長（現）
当社 所 有 株 式 数 6,800株
取締役会への出席状況 15/16回

略歴 1969年 4月
2003年 6月
2005年 6月
2006年 6月
2008年 6月
2017年 6月
2018年 6月
当社 所 有 株 式 数
取締役会への出席状況

中戸川稔氏は、長年にわたり法務部門や広報・IR 部門に属した後、当社および
グループ会社の要職を歴任しています。2018年6月からは、古河ユニック株式会社
代表取締役社長としてリーダーシップを発揮し、
ユニック部門をけん引して企業価値
の向上に貢献してきました。2025年ビジョン
「FURUKAWA Power & Passion 150」の
達成に向けては、同氏が有する豊富な経験とリーダーシップ等を当社の経営に活か
すことが必要と判断し、取締役として選任しました。

専務取締役 専務執行役員

常務取締役

担当 社長補佐、
ロックドリル部門
略歴 1982年 4月 当社入社
2015年 6月 当社執行役員
古河メタルリソース株式会社
代表取締役社長
2017年 6月 当社取締役 上級執行役員
経営企画部長
2019年 6月 当社取締役 常務執行役員
経営企画部長
2021年 6月 当社専務取締役（現）
専務執行役員
（現）
古河ロックドリル株式会社
代表取締役社長（現）
当社 所 有 株 式 数 7,500株
取締役会への出席状況 16/16回

担当 社長補佐、産業機械部門、
ユニック部門、金属部門、
環境安全統括部、資材部
略歴 1980年 4月 当社入社
2012年 6月 当社執行役員 企画推進室長
2013年 9月 当社執行役員 企画推進室長 CSR推進室長
2014年 4月 当社執行役員 企画推進室長
2014年 6月 当社上級執行役員
古河ロックドリル株式会社代表取締役社長
2015年 6月 当社取締役 上級執行役員
古河ロックドリル株式会社代表取締役社長
2018年 6月 当社常務取締役（現） 常務執行役員
古河ロックドリル株式会社代表取締役社長
当社 所 有 株 式 数 12,500株
取締役会への出席状況 16/16回

荻野

選任理由

代表取締役社長

中戸川 稔（なかとがわ みのる）

正浩（おぎの まさひろ）

荻野正浩氏は、素材事業および経営全般に関する豊富な経験と実績を有し、素材
事業をけん引してきたほか、経営計画や広報・IR、人事など重要な分野を幅広く担い、
経営体質の強化に貢献してきました。当社が企業価値の向上と持続的な成長を図る
に当たっては、
同氏が有する幅広い経験と実行力を当社の経営に活かすことが必要と
判断し、
取締役として選任しました。

三村

担当 電子部門、化成品部門、技術統括本部
略歴 1981年 4月 当社入社
2015年 6月 当社執行役員 開発本部副本部長
2017年 6月 当社執行役員 開発本部長
2017年10月 当社執行役員 技術統括本部長（現）
2019年 6月 当社取締役（現） 上級執行役員
（現）
当社 所 有 株 式 数 7,400株
取締役会への出席状況 16/16回

担当 不動産事業、
コーポレート部門※1
略歴 1982年 4月 当社入社
2013年 6月 当社財務部長
2015年 6月 当社経理部長 財務部長
2017年 6月 当社執行役員 業務改革推進室長（現）
2019年 6月 当社取締役（現）上級執行役員
（現）
2021年 6月 不動産本部長（現） 経営企画部長（現）
当社 所 有 株 式 数 7,600株
取締役会への出席状況 16/16回

選任理由
名塚龍己氏は、長年にわたり技術部門に属し、技術および開発に関する専門的な
知識と実績を有しています。また、2017年6月以降、技術統括本部長
（旧 開発本部長）
として当社グループの技術戦略や技術開発の推進に貢献してきました。当社が企業
価値の向上と持続的な成長を図るに当たっては、
同氏が有する専門性の高い知識と
経験を当社の経営に活かすことが必要と判断し、取締役として選任しました。

独立社外取締役

西野

酒井

選 任 理由

宏之（さかい ひろゆき）

選 任 理由

2004年
2006年
2008年
2009年
2013年
2015年

6月
8月
8月
6月
6月
6月

2019年 6月
2020年 6月

選 任 理由

当社 所 有 株 式 数
取締役会への出席状況

同省大臣官房商務流通審議官
商工組合中央金庫理事
関西電力株式会社顧問
同社常務取締役
同社取締役常務執行役員
株式会社関電 L&A 代表取締役社長
株式会社かんでんエルオートシステム
代表取締役社長
当社取締役
（現）
株式会社関電 L&A 相談役
（現）
一般財団法人経済産業調査会代表理事（現）
一般財団法人流通システム開発センター会長（現）
4,600株
16/16回

迎陽一氏は、長年にわたり経済産業省において要職を歴任し、退官後は民間企
業の経営に携わるなど、幅広い経験と知識を有しています。更に、人格、識見ともに
高く、経営陣から独立した客観的な視点で、
当社の経営に対する助言や業務執行
に対する適切な監督を行っており、
引き続き、
当社の経営に対して有用な助言と適
切な監督を行うことが期待できるものと判断し、
社外取締役として選任しました。

（1996年3月退職）
2006年 4月 東京理科大学大学院
総合科学技術経営研究科
総合科学技術経営専攻准教授
2017年 4月 一橋大学大学院商学研究科准教授
2019年 6月 同大学院経営管理研究科准教授（現）
株式会社オリエントコーポレーション社外取締役（現）
当社取締役
（現）
2019年12月 株式会社ミルテル社外取締役
（現）
当社 所 有 株 式 数 3,000株
取締役会への出席状況 15/16回

常勤監査役

常勤監査役

略歴 1979年 4月 当社入社
2011年 6月 当社執行役員 経理部長
2013年 6月 当社取締役 上級執行役員
経理部長
2015年 6月 当社取締役
2016年 6月 当社常務取締役
2019年 6月 当社常勤監査役
（現）
当社 所 有 株 式 数 9,700株
監査役会への出席状況 7/7回

略歴 1980年 4月
2011年 6月
2014年 6月
2016年 6月
2017年 6月
当社 所 有 株 式 数
監査役会への出席状況

岩田 穂（いわた みのる）

選 任 理由

井上

当社入社
当社不動産本部長
当社執行役員 企画推進室長
当社上級執行役員 経営企画部長
当社常勤監査役
（現）
5,100株
7/7回

井上一夫氏は、
当社入社以来、
長年にわたり経理部門に属し、
更にグループ会社取
締役、
当社執行役員等の職務に携わった経験から、財務および会計に関する相当
程度の知見と経営全般に関する豊富な経験を有しており、
客観的かつ適切な監査を
行うことができる人材と判断し、
監査役として選任しました。
社外監査役

（うえの てつろう）

選 任 理由

一夫
（いのうえ かずお）

選 任 理由

岩田穂氏は、
当社入社以来、長年にわたり経理部門に属し、2013年からは取締役と
して当社の経営に携わるなど、財務および会計に関する相当程度の知見と経営全般
に関する豊富な経験を有していることから、
客観的かつ適切な監査を行うことができる
人材と判断し、
監査役として選任しました。

略歴 1976年 4月 株式会社第一勧業銀行入行
2009年 4月 株式会社みずほ銀行取締役副頭取（代表取締役）
副頭取執行役員
2011年 4月 同社理事
2011年 6月 中央不動産株式会社副会長執行役員
2012年 6月 清和綜合建物株式会社代表取締役社長
2013年 6月 中央不動産株式会社監査役
2015年 6月 当社監査役 ( 現）
2018年 6月 清和綜合建物株式会社特別顧問
2021年 2月 清和綜合建物株式会社顧問
（現）
当社 所 有 株 式 数 1,500株
監査役会への出席状況 7/7回

上野徹郎氏は、
長年にわたり企業経営に携わっており、
経営者としての豊富な経験
と幅広い知識をもとに、
当社の経営陣から独立した立場で実効的な監査を行って
おり、引き続き、当社の経営に対して実効的な監査を行うことが期待できるものと
判断し、
社外監査役として選任しました。
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陽一（むかえ よういち）

略歴 1975年 4月 通商産業省入省

西野和美氏は、一橋大学大学院准教授として経営戦略論等を専門分野としており、
特にビジネスモデル分析、新規事業創出の論理、製品開発マネジメントに関する専門的
な知識と実践的な研究成果を有しています。これらに基づき、経営陣から独立した客観的、
専門的かつ多様性に富んだ視点から、
当社の経営に対する助言や業務執行に対する適
切な監督を行っており、
引き続き、
当社の経営に対して有用な助言と適切な監督を行うこ
とが期待できるものと判断し、社外取締役として選任しました。

※1 コーポレート部門
経営企画部、業務改革推進室、CSR 推進室、経理部、財務部、
人事総務部、法務部、
システム部、監査室

酒井宏之氏は、
グループ会社および当社の要職を歴任し、管理分野において幅広い
経験と知識を有しています。また、2017年6月から業務改革推進室長として、
当社グルー
プにおける業務の標準化・効率化・生産性向上、業務プロセスの再構築等を進めると
ともに、不動産事業をけん引し、幅広く経営課題の改善に貢献してきました。当社が
企業価値の向上と持続的な成長を図るに当たっては、同氏が有する幅広い経験と
知識を当社の経営に活かすことが必要と判断し、取締役として選任しました。

和美（にしの かずみ）

略歴 1992年 4月 富士写真フイルム株式会社入社

三村清仁氏は、2014年6月から5年間、古河ロックドリル株式会社代表取締役社長
を務めるなど、
当社がコア事業と位置づける機械事業をけん引し、企業価値の向上に
貢献してきました。当社が機械事業の持続的拡大に取り組むに当たっては、同氏が
有する豊富な経験と実行力を当社の経営に活かすことが必要と判断し、
取締役として
選任しました。

取締役 上級執行役員

迎

東邦亜鉛株式会社入社
同社代表取締役常務 常務執行役員
同社代表取締役専務 専務執行役員
同社代表取締役社長 最高執行責任者
同社代表取締役社長
同社相談役
（現） 当社取締役
（現）
阪和興業株式会社社外取締役
（現）
0株
16/16回

手島達也氏は、長年にわたり企業経営に携わっており、経営者としての豊富な経験
と幅広い知識をもとに、
経営陣から独立した客観的な視点で、
当社の経営に対する助言
や業務執行に対する適切な監督を行っており、
引き続き、
当社の経営に対して有用な
助言や適切な監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役として選任しま
した。

選 任 理由

龍己
（なづか たつき）

独立社外取締役

達也（てじま たつや）

選 任 理由

清仁（みつむら きよひと）

取締役 上級執行役員

名塚

手島

山下

選 任 理由

雅之
（やました まさゆき）

略歴 1980年 4月 朝日生命保険相互会社入社
2016年 4月 同社代表取締役 専務執行役員
ラサ工業株式会社社外取締役
                （2014年6月就任）
2016年 6月 当社監査役 ( 現）
2018年 4月 朝日生命保険相互会社取締役
2018年 6月 株式会社インフォテクノ朝日
代表取締役社長
2019年 6月 ラサ工業株式会社社外取締役
                （監査等委員）
当社 所 有 株 式 数 0株
監査役会への出席状況 7/7回

山下雅之氏は、金融機関での豊富な経験と他社における社外監査役としての
実績を有しており、それらを当社の監査体制に反映することが期待できるものと
判断し、
社外監査役として選任しました。
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