
 （2020年3月27日現在）

副社長執行役員

小川
お がわ

洋
ひろし

広報戦略、リスク管理統括、
法務統括
キリンビール株式会社 取締役

CSV 戦略、
北米ビール事業統括
ライオン社 取締役
CCBN社 取締役
メルシャン株式会社 取締役

常務執行役員

溝内 良輔
みぞ  うち りょう すけ

ブランド戦略部長、
マーケティング戦略、
ブランド戦略

常務執行役員

坪井 純子
つぼ   い じゅん こ

執行役員

キリンビバレッジ株式会社
代表取締役社長

常務執行役員

堀口 英樹
ほり  ぐち ひで   き

協和発酵バイオ株式会社
代表取締役社長

常務執行役員

南方 健志
みな  かた たけ   し

役員選任に関連する以下の情報を、当社ウェブサイトに
掲載しています。

「役員紹介」（略歴・選任理由）
https://www.kirinholdings.co.jp/company/board/

WEB

「社外役員の独立性に関する基準」
https://www.kirinholdings.co.jp/irinfo/policy/pdf/
criteria_outsideofficer.pdf

WEB

常務執行役員

吉村 透留
よし  むら とお る

経営企画部長、健康戦略、
デジタル戦略、
キリンビバレッジ株式会社
取締役

常務執行役員

布施 孝之
ふ     せ たか  ゆき

キリンビール株式会社
代表取締役社長

常務執行役員

前原 正雄
まえ  はら まさ   お

SCM（生産・物流・調達）戦略
キリンビバレッジ株式会社 
取締役

荒川 詔四

社外取締役※1
（取締役会議長）

森 正勝

社外取締役※1
（指名・報酬諮問委員会委員）

柳 弘之
やなぎ ひろ  ゆきあら　かわ しょう　し もり まさ　かつ

※1 会社法第2条第15号に定める社外取締役。株式会社東京証券取引
所等の定めに基づく独立役員、かつ、当社が定める社外役員の独立
性に関する基準を満たしています。

※2 会社法第2条第16号に定める社外監査役。株式会社東京証券取引
所等の定めに基づく独立役員、かつ、当社が定める社外役員の独立
性に関する基準を満たしています。   

社外取締役※1
（指名・報酬諮問委員会委員長）

1983 当社 入社
2019 当社 取締役常務執行

役員（現任）

重要な兼職の状況
協和発酵バイオ株式会社 取締役

R&D 戦略、品質保証統括

監査役取締役

社外監査役※2

鹿島 かおる
か しま

社外取締役※1
（指名・報酬諮問委員会委員）

松田 千恵子
まつ だ ち え こ

1987 株式会社日本長期信用
銀行  入行

2011 首都大学東京都市
教養学部（現 経済経営
学部）教授（現任）

 同大学院社会科学
研究科（現 経営学研究
科）教授（現任）

2016 当社 社外監査役
2020 当社 社外取締役（現任）

1978 ヤマハ発動機株式会社 
入社

2007 同社 執行役員
2009 同社 上席執行役員
2010 同社 代表取締役社長 

兼 社長執行役員
2018 同社 代表取締役会長

（現任）
2019 当社 社外取締役（現任）

1969 アーサーアンダーセン
アンドカンパニー 入社

1995 アンダーセンコンサル
ティング（現 アクセン
チュア株式会社）

 代表取締役社長
2015 当社 社外監査役
2018 国際大学 特別顧問（現任）
2019 当社 社外取締役（現任）

1968 株式会社ブリヂストン 
入社

2006 同社 代表取締役社長
2012 同社 取締役会長
2013 同社 相談役
2015 当社 社外取締役

（現任）

塩野 紀子
しお　の のり　こ

社外取締役※1

Rod Eddington
ロッド エ デ ィ ン ト ン

社外取締役※1

George Olcott
ジ ョ ー ジ オ ル コ ット

社外取締役※1

1986 S.G. Warburg & Co.,
Ltd. 入社

2000 UBS Warburg東京
マネージングディレクター 
エクイティキャピタル
マーケットグループ担当

2014 慶應義塾大学商学部・商
学研究科 

 特別招聘教授（現任）
2020 当社 社外取締役（現任）

1979 John Swire & Sons
  (H.K.) Ltd. 入社

1992 Cathay Pacific  
 Airways Limited 

Managing Director
2000 British Airways plc

最高経営責任者
2012 豪州ライオン社 

 独立社外取締役会長
(現任)

2020 当社 社外取締役（現任）

1983 日本ニューメディア
株式会社 入社

2010 エスエス製薬株式会社 
代表取締役社長

2017 ワイデックス株式会社 
代表取締役社長(現任)

2018 キリン株式会社 
社外取締役

2020 当社 社外取締役（現任）

なか のぶ おた
社外監査役※2

中田 順夫
1985 弁護士登録、

石黒法律事務所 入所
1987 桝田江尻法律事務所

（現 西村あさひ法律
事務所）入所

1991 ニューヨーク州弁護士
登録

1992 同事務所パートナー
2007 アレン・アンド・オーヴェ

リー外国法共同事業法
律事務所 入所 
パートナー

2012 日比谷中田法律事務所 
設立 

 代表パートナー（現任）
2018 当社 社外監査役（現任）

常勤監査役

伊藤 彰浩
い   とう あき  ひろ

1983 当社 入社
2015 当社 取締役常務執行

役員
2018 当社 常勤監査役（現任）
2019 協和発酵バイオ

株式会社 監査役（現任）

社外監査役※2

安藤 よし子
あん   どう こ

1982 労働省 入省
2003 滋賀県副知事
2007 厚生労働省 

雇用均等・児童家庭局 
雇用均等政策課長

2013 同省 労働基準局 
労災補償部長

2014 同省 雇用均等・
児童家庭局長

2015 同省 政策統括官
（労働担当）

2016 同省 政策統括官 
（統計・情報政策担当）

2017 同省 人材開発統括官
2019 当社 社外監査役（現任）

常勤監査役

桑田 啓二
くわ   た けい   じ

1985 当社 入社
2019 当社 常勤監査役（現任）
 協和発酵キリン株式会

社（現 協和キリン株式
会社）監査役（現任）1982 当社 入社

2015 当社 取締役常務執行
役員（現任）

重要な兼職の状況
キリンビール株式会社 取締役
サンミゲルビール社 取締役

人事総務戦略

取締役常務執行役員
（指名・報酬諮問委員会委員）

三好 敏也
み よし とし や

よこ の り やた
取締役常務執行役員

横田 乃里也

1984 当社 入社
2018 当社 取締役常務執行

役員（現任）

重要な兼職の状況
協和キリン株式会社 取締役
キリンビジネスシステム
株式会社 取締役

財務戦略、IR戦略、情報戦略、
業務プロセス改革担当

代表取締役社長
（指名・報酬諮問委員会委員）

磯崎 功典
いそ  ざき よし  のり

1977 当社 入社
2015 当社 代表取締役社長

（現任）

取締役常務執行役員

小林 憲明
こ   ばやし のり　あき

代表取締役副社長

西村 慶介
にし   むら けい  すけ

1980 当社 入社
2017 当社 代表取締役副社長

（現任）

重要な兼職の状況
ライオン社 取締役
ミャンマー・ブルワリー社 
取締役副会長
サンミゲルビール社 取締役
華潤麒麟飲料社 取締役

事業提携・投資戦略、海外担当、
海外クラフトビール戦略

1981 昭和監査法人(現 EY新
日本有限責任監査法
人)入社

1985 公認会計士登録
2010 新日本有限責任監査法

人(現 EY新日本有限責
任監査法人)常務理事
コーポレートカルチャー
推進室、広報室担当

2012 同監査法人 常務理事
ナレッジ本部長

2013 EY総合研究所株式会
社 代表取締役社長

2020 当社 社外監査役（現任）

コーポレートガバナンス
取締役、監査役および執行役員
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常務執行役員
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吉村 透留
よし  むら とお る

経営企画部長、健康戦略、
デジタル戦略、
キリンビバレッジ株式会社
取締役

常務執行役員

布施 孝之
ふ     せ たか  ゆき

キリンビール株式会社
代表取締役社長

常務執行役員

前原 正雄
まえ  はら まさ   お

SCM（生産・物流・調達）戦略
キリンビバレッジ株式会社 
取締役

荒川 詔四

社外取締役※1
（取締役会議長）

森 正勝

社外取締役※1
（指名・報酬諮問委員会委員）

柳 弘之
やなぎ ひろ  ゆきあら　かわ しょう　し もり まさ　かつ

※1 会社法第2条第15号に定める社外取締役。株式会社東京証券取引
所等の定めに基づく独立役員、かつ、当社が定める社外役員の独立
性に関する基準を満たしています。

※2 会社法第2条第16号に定める社外監査役。株式会社東京証券取引
所等の定めに基づく独立役員、かつ、当社が定める社外役員の独立
性に関する基準を満たしています。   

社外取締役※1
（指名・報酬諮問委員会委員長）

1983 当社 入社
2019 当社 取締役常務執行

役員（現任）

重要な兼職の状況
協和発酵バイオ株式会社 取締役

R&D 戦略、品質保証統括

監査役取締役

社外監査役※2

鹿島 かおる
か しま

社外取締役※1
（指名・報酬諮問委員会委員）

松田 千恵子
まつ だ ち え こ

1987 株式会社日本長期信用
銀行  入行

2011 首都大学東京都市
教養学部（現 経済経営
学部）教授（現任）

 同大学院社会科学
研究科（現 経営学研究
科）教授（現任）

2016 当社 社外監査役
2020 当社 社外取締役（現任）

1978 ヤマハ発動機株式会社 
入社

2007 同社 執行役員
2009 同社 上席執行役員
2010 同社 代表取締役社長 

兼 社長執行役員
2018 同社 代表取締役会長

（現任）
2019 当社 社外取締役（現任）

1969 アーサーアンダーセン
アンドカンパニー 入社

1995 アンダーセンコンサル
ティング（現 アクセン
チュア株式会社）

 代表取締役社長
2015 当社 社外監査役
2018 国際大学 特別顧問（現任）
2019 当社 社外取締役（現任）

1968 株式会社ブリヂストン 
入社

2006 同社 代表取締役社長
2012 同社 取締役会長
2013 同社 相談役
2015 当社 社外取締役

（現任）

塩野 紀子
しお　の のり　こ

社外取締役※1

Rod Eddington
ロッド エ デ ィ ン ト ン

社外取締役※1

George Olcott
ジ ョ ー ジ オ ル コ ット

社外取締役※1

1986 S.G. Warburg & Co.,
Ltd. 入社

2000 UBS Warburg東京
マネージングディレクター 
エクイティキャピタル
マーケットグループ担当

2014 慶應義塾大学商学部・商
学研究科 

 特別招聘教授（現任）
2020 当社 社外取締役（現任）

1979 John Swire & Sons
  (H.K.) Ltd. 入社

1992 Cathay Pacific  
 Airways Limited 

Managing Director
2000 British Airways plc

最高経営責任者
2012 豪州ライオン社 

 独立社外取締役会長
(現任)

2020 当社 社外取締役（現任）

1983 日本ニューメディア
株式会社 入社

2010 エスエス製薬株式会社 
代表取締役社長

2017 ワイデックス株式会社 
代表取締役社長(現任)

2018 キリン株式会社 
社外取締役

2020 当社 社外取締役（現任）

なか のぶ おた
社外監査役※2

中田 順夫
1985 弁護士登録、

石黒法律事務所 入所
1987 桝田江尻法律事務所

（現 西村あさひ法律
事務所）入所

1991 ニューヨーク州弁護士
登録

1992 同事務所パートナー
2007 アレン・アンド・オーヴェ

リー外国法共同事業法
律事務所 入所 
パートナー

2012 日比谷中田法律事務所 
設立 

 代表パートナー（現任）
2018 当社 社外監査役（現任）

常勤監査役

伊藤 彰浩
い   とう あき  ひろ

1983 当社 入社
2015 当社 取締役常務執行

役員
2018 当社 常勤監査役（現任）
2019 協和発酵バイオ

株式会社 監査役（現任）

社外監査役※2

安藤 よし子
あん   どう こ

1982 労働省 入省
2003 滋賀県副知事
2007 厚生労働省 

雇用均等・児童家庭局 
雇用均等政策課長

2013 同省 労働基準局 
労災補償部長

2014 同省 雇用均等・
児童家庭局長

2015 同省 政策統括官
（労働担当）

2016 同省 政策統括官 
（統計・情報政策担当）

2017 同省 人材開発統括官
2019 当社 社外監査役（現任）

常勤監査役

桑田 啓二
くわ   た けい   じ

1985 当社 入社
2019 当社 常勤監査役（現任）
 協和発酵キリン株式会

社（現 協和キリン株式
会社）監査役（現任）1982 当社 入社

2015 当社 取締役常務執行
役員（現任）

重要な兼職の状況
キリンビール株式会社 取締役
サンミゲルビール社 取締役

人事総務戦略

取締役常務執行役員
（指名・報酬諮問委員会委員）

三好 敏也
み よし とし や

よこ の り やた
取締役常務執行役員

横田 乃里也

1984 当社 入社
2018 当社 取締役常務執行

役員（現任）

重要な兼職の状況
協和キリン株式会社 取締役
キリンビジネスシステム
株式会社 取締役

財務戦略、IR戦略、情報戦略、
業務プロセス改革担当

代表取締役社長
（指名・報酬諮問委員会委員）

磯崎 功典
いそ  ざき よし  のり

1977 当社 入社
2015 当社 代表取締役社長

（現任）

取締役常務執行役員

小林 憲明
こ   ばやし のり　あき

代表取締役副社長

西村 慶介
にし   むら けい  すけ

1980 当社 入社
2017 当社 代表取締役副社長

（現任）

重要な兼職の状況
ライオン社 取締役
ミャンマー・ブルワリー社 
取締役副会長
サンミゲルビール社 取締役
華潤麒麟飲料社 取締役

事業提携・投資戦略、海外担当、
海外クラフトビール戦略

1981 昭和監査法人(現 EY新
日本有限責任監査法
人)入社

1985 公認会計士登録
2010 新日本有限責任監査法

人(現 EY新日本有限責
任監査法人)常務理事
コーポレートカルチャー
推進室、広報室担当

2012 同監査法人 常務理事
ナレッジ本部長

2013 EY総合研究所株式会
社 代表取締役社長

2020 当社 社外監査役（現任）
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