
 

 

2021年 4月 28日 

各位 

会社名 古河電池株式会社 

代表者名 代表取締役社長 小野 眞一 

（コード番号 6937） 

問い合わせ先 コーポレート本部人事部長 前屋敷 紀彦 

（TEL. 045-336-5030） 

 

取締役・執行役員等の人事について 

 

当社は、任意の指名・報酬委員会での審議を経て、本日開催の取締役会において、下記の通り執

行役員の異動および委嘱業務を決定し、取締役の人事を内定しました。 

なお、2021年 6月 25日付 取締役の人事につきましては、6月 25日開催予定の定時株主総会

および取締役会において決定されます。 

 

１．執行役員の退任 (2021年 6月 25日付) 

氏 名 現 職 

小川 秀昭 専務執行役員 

自動車事業本部長 

福原 滋 常務執行役員 

*CIO  

坂上 栄造 

 

常務執行役員 

産業機器事業本部長 

馬上 成典 常務執行役員 

自動車事業本部副本部長  

なお、小川 秀昭、福原 滋、坂上 栄造、馬上 成典は 2021年 6月 25日付で顧問に就任予定 

 

２．執行役員の新任 (2021年 6月 25日付) 

氏 名 新 担 当 現 職 

上村 高敏 常務執行役員 

*CPO 

顧問 

樋上 俊哉 執行役員 

研究開発本部長(兼)LM開発部長 

研究開発本部長(兼)LM開発部長 

比佐 壮 執行役員 

自動車事業本部 自動車生産統括

部長 

フェロー 

自動車事業本部 自動車生産統括

部 副統括部長 

鈴木 孝光 執行役員 

産業機器事業本部 産業機器生産

統括部長 

フェロー 

産業機器事業本部 産業機器生産

統括部長 



蛭田 友喜 執行役員 

PT.Furukawa Indomobil 

Battery Manufacturing 取締役

社長  

自動車事業本部 自動車生産統括

部長付(兼)Siam Furukawa Co., 

Ltd 取締役副社長 

 

３．執行役員の業務担当 (2021年 6月 25日付) 

氏 名 新 担 当 現 職 

小野 眞一 社長 

 

社長 

千葉 徹  (昇任) 常務執行役員 

産業機器事業本部長 

上席執行役員 

PT.Furukawa Indomobil Battery 

Manufacturing 取締役社長 (兼) 

PT.Furukawa Indomobil Battery 

Sales取締役副社長 

田口 仁  (昇任) 常務執行役員 

自動車事業本部長(兼)自動車営業

統括部長 

上席執行役員 

自動車事業本部 自動車営業統括

部長 

山本 浩一郎 (昇任) 常務執行役員 

ESH統括部長(兼)自動車事業本部

副本部長(兼) Siam Furukawa 

Co., Ltd 取締役会長 

上席執行役員 

ESH統括部長(兼)自動車事業本部

副本部長(兼) Siam Furukawa 

Co., Ltd 取締役会長 

上村 高敏 (新任) 

 

常務執行役員 

*CPO 

顧問 

太田 信一郎 上席執行役員 

*CGO 

上席執行役員 

*CGO 

山本 敏郎 上席執行役員 

電池技術開発本部長 

上席執行役員 

電池技術開発本部長 

河合 哲也 (昇任) 

 

上席執行役員 

コーポレート本部長 

執行役員 

コーポレート本部長 

清水 信明 (昇任) 上席執行役員 

*CIO 戦略企画本部長 

執行役員 

戦略企画本部長 

新妻 郁浩 

 

執行役員 

ESH統括部 いわき事業所長 

執行役員 

ESH統括部 いわき事業所長 

明田 進 執行役員 

コーポレート本部 経理部長 

執行役員 

コーポレート本部 経理部長 

川名 毅 執行役員 

産業機器事業本部 産業機器営業

統括部長 

執行役員 

産業機器事業本部 産業機器営業

統括部長 

樋上 俊哉 (新任) 

 

執行役員 

研究開発本部長(兼)LM開発部長 

研究開発本部長(兼)LM開発部長 



比佐 壮  (新任) 執行役員 

自動車事業本部 自動車生産統括

部長 

フェロー 

自動車事業本部 自動車生産統括

部 副統括部長 

鈴木 孝光 (新任) 執行役員 

産業機器事業本部 産業機器生産

統括部長 

フェロー 

産業機器事業本部 産業機器生産

統括部長 

蛭田 友喜 (新任) 執行役員 

PT.Furukawa Indomobil 

Battery Manufacturing 取締役

社長 

自動車事業本部 自動車生産統括

部長付(兼)Siam Furukawa Co., 

Ltd 取締役副社長 

*CIO(チーフインフォメーションオフィサー) 

*CPO(チーフプロダクトオフィサー) 

*CGO(チーフグローバルオフィサー) 

  

4.取締役の退任 (2021年 6月 25日付) 

 小川 秀昭 

 福原 滋 

 坂上 栄造 

 

5.取締役の新任 (2021年 6月 25日付) 

 千葉 徹 

 田口 仁 

 清水 信明 

 

6.取締役・監査役の一覧 (2021年 6月 25日付) 

役 位 氏 名 

取 締 役 小野 眞一 

取 締 役 千葉 徹 

取 締 役 田口 仁 

取 締 役 河合 哲也 

取 締 役 清水 信明 

取 締 役 江口 直也 

取 締 役 飯村 北 

取 締 役 佐藤 達郎 

取 締 役 中嶋 章文 

監 査 役 石崎 俊司 

監 査 役 小川 幸伸 

監 査 役 木川 真希子 

 

以上 


