
小林いずみ
社外取締役
人事諮問委員会委員
社長指名諮問委員会委員
報酬諮問委員会委員
コーポレート・ガバナンス委員会委員
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社外取締役就任にあたり

　６月から新たに取締役に就任しました小林です。私は約３０年グローバ
ルな金融機関で仕事をしてまいりました。うち２５年はアメリカの投資銀
行、５年は国際機関で世界各地の開発途上国での仕事に関わってきまし
た。常に多様な文化と考えの人達と働く中で、私自身は日本人でありな
がら、発想や優先順位の付け方はいつのまにか日本企業の業務運営の
常識から外れてしまっている、と感じる場面が多くあります。一方でそう
いう環境にいたからこそ見えてくる日本の強さや、世界にアピールすべ
き点への気づきもあります。
　「持続的な価値向上」を目指すには、全体の生産性の向上と将来への
適切な投資を両輪で考えていく必要があります。また、独立社外取締役
は株主によって選任されていますが、我々の監督責任を果たすには、短
期の利益と将来の利益、従業員や顧客、社会といった幅広いステークホ
ルダーの利益をバランスよくみていくことが要求されます。
　私の取締役就任は期せずして新型コロナウイルス感染症拡大という

職歴

1981年４月	 三菱化成工業株式会社
	 （現三菱ケミカル株式会社）入社
1985年6月	 メリルリンチ・フューチャーズ・ジャパン株式

会社入社
2001年12月	 メリルリンチ日本証券株式会社代表取締役

社長に就任

2008年11月	 世界銀行グループ多数国間投資保証機関
長官に就任

2015年4月	 公益社団法人経済同友会副代表幹事に就任
2016年６月	 日本放送協会経営委員会委員に就任
2020年６月	 当社　社外取締役に就任（現任）

新任 社外取締役メッセージ

世界的なパンデミックの真っ只中となりました。この感染症は地球規模で経済の後退を発生させていますが、一方私
達が何年もの間、頭の中で考えていたけれどなかなか踏み出すことができなかった「新しい社会への転換」を待った
なしで進めさせる契機となりました。その中心にはデジタル化がありますが、それと同時に地球温暖化や働き方、格
差といった構造的な問題を可視化したという点で極めて大きなインパクトを与えました。企業の「持続的な価値向上」
は人々の暮らしのあり方や、社会のニーズに応えてこそ実現できます。このパンデミックによって社会が変わろうとし
ている今、企業はこれまでの業務運営、組織体制にとらわれず、より自由に柔軟に、しかし将来を見据えて変化、対応
していく必要があります。それは製品やサービスだけではなく、組織のあり方や従業員と企業の関係にも大きく影響
してきます。私はオムロンがそうした変化に十分に対応していく精神を持った企業であると期待をしています。
　取締役としての私のミッションは、変化に果敢に向かっていく経営の監督と、社内・社外の新しい芽を活かし果実を
豊かに実らせる組織の発展を時には厳しく、時には忍耐を持って支援していくことと考えています。
　そして最後に、京都発のオムロンブランドを世界に発信する一翼を担いたいと思います。
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上釜 健宏
社外取締役

報酬諮問委員会委員長
コーポレート・ガバナンス委員会副委員長

人事諮問委員会委員
社長指名諮問委員会委員

小林いずみ
社外取締役

人事諮問委員会委員
社長指名諮問委員会委員
報酬諮問委員会委員

コーポレート・ガバナンス委員会委員

小林 栄三
社外取締役

人事諮問委員会委員長
社長指名諮問委員会委員長

コーポレート・ガバナンス委員会委員長
報酬諮問委員会委員

日戸 興史
取締役

執行役員専務	CFO
報酬諮問委員会委員

宮田 喜一郎
代表取締役

執行役員専務	CTO
人事諮問委員会委員

山田 義仁
代表取締役社長	CEO

立石 文雄
取締役会長
取締役会議長

社長指名諮問委員会委員

安藤 聡
取締役

人事諮問委員会副委員長
社長指名諮問委員会副委員長
報酬諮問委員会副委員長

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
2020年4月	 同社名誉理事（現任）

1981年4月	 三菱化成工業株式会社
	 （現三菱ケミカル株式会

社）入社
1985年6月	 メリルリンチ・フューチャー

ズ・ジャパン株式会社入社
2001年12月	 メリルリンチ日本証券株

式会社
	 代表取締役社長
2008年11月	 世界銀行グループ多数

国間投資保証機関長官
2015年4月	 公益社団法人経済同友会
	 副代表幹事
2016年6月	 日本放送協会経営委員

会委員
2020年6月	 当社社外取締役（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

 社外取締役 取締役

*	2020年6月末現在
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内山 英世
社外監査役

コーポレート・ガバナンス
委員会委員

國廣 正
社外監査役

コーポレート・ガバナンス
委員会委員

近藤 喜一郎
常勤監査役

吉川 浄
常勤監査役

監査役

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）

1983年4月	 当社入社
2010年3月	 ものづくり革新本部長
2010年6月	 執行役員
2016年4月	 執行役員常務
2019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）

 社外監査役 常勤監査役

*	2020年6月末現在
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山田 義仁
CEO

宮永 裕
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

宮田 喜一郎
CTO	兼	技術・知財本部長	兼
イノベーション推進本部長

日戸 興史
CFO	兼	グローバル戦略本部長

 社長

 執行役員常務

 執行役員専務

 執行役員副社長 

衣川 正吾
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	
オムロン	ヨーロッパ	CEO

細井 俊夫
オムロン	ソーシアルソリューションズ	
代表取締役社長

冨田 雅彦
グローバル人財総務本部長

ナイジェル・ブレイクウェイ　
オムロン	マネジメント	センター	オブ
アメリカ	会長	兼	CEO	兼	
オムロン	マネジメント	センター	オブ
ヨーロッパ	会長	兼	
オムロン	マネジメント	センター	オブ
アジア	パシフィック	会長

荻野 勲
オムロン	ヘルスケア	
代表取締役社長

辻永 順太
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	商品事業本部長

執行役員

行本 閑人
エレクトロニック＆メカニカルコンポーネンツ
ビジネスカンパニー社長	兼	
事業開発本部長

*	2020年6月末現在

85 オムロン株式会社  統合レポート2020  ｜ Governance

PDF_010_0394387892007.indd   85 2020/09/28   14:17:34



井垣 勉
グローバルインベスター＆ブランド
コミュニケーション本部長

徐 堅
オムロン（中国）	社長

 執行役員

大場 合志
オムロン	インダストリアルオートメーション

（中国）	会長	兼	社長

大上 高充
グローバル理財本部長

北川 尚
取締役室長

玉置 秀司
グローバルリスクマネジメント・
法務本部長

太田 誠
エレクトロニック＆メカニカルコンポーネンツ
ビジネスカンパニー	生産統轄本部長

江田 憲史
グローバル購買・品質本部長

竹田 誠治
グローバル戦略本部	経営戦略部長

立石 泰輔
オムロン	ソーシアルソリューションズ
エネルギーソリューション事業本部長

福井 信二
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	技術開発本部長

久保 雅子
オムロン	エキスパートリンク
代表取締役社長

ヴィレンドラ・シェラー
オムロン	マネジメント	センター	オブ
アジア	パシフィック	社長	兼
グローバル人財総務本部
グローバル人財戦略部長

山本 真之
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	企画室長

ロバート・ブラック
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
オムロン	エレクトロニクス	社長	CEO	兼	
COO

四方 克弘
オムロン	フィールドエンジニアリング
代表取締役社長

*	2020年6月末現在
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