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2020 年 11 月 10 日 

 各 位 

会 社 名 株式会社 資 生 堂 

代表者名 代表取締役 社長 兼 CEO 

魚谷 雅彦 

（コード番号 4911 東証第 1 部） 

問合せ先 

 

IR 部長  北川 晴元 

（TEL．03-3572-5111） 

 

エグゼクティブオフィサー体制の導入について  

～ダイバーシティ経営のさらなる加速～ 

 

当社は、役員指名諮問委員会での審議ならびに取締役会での決定を踏まえ、全社経営執行を担う「エグゼクテ

ィブオフィサー」体制を下記のとおり導入します。 

 

記 

 

1．エグゼクティブオフィサー体制について 

当社は、中期経営計画「VISION 2020」のもと、2016 年に 6 つの地域とブランド・カテゴリーを掛け合わせ、各地

域本社が責任と権限を持つマトリクス型の経営体制を構築しました。そして多様な人材が活躍するダイバーシティ

経営を進めることにより、これまでグローバル事業の成長を実現してきました。 

2021 年より開始する新中期経営計画「WIN 2023」においては、さらなる収益性向上を目指しグローバル事業の

構造転換とその改革を加速するため、全社の業務執行に責任を持つ「エグゼクティブオフィサー」体制（現行の執

行役員を含む）を新たに導入し、ジェンダー・国籍・従来の組織の枠にとらわれることなく適材適所を実現します。

多様な価値観や発想により「WIN 2023」目標の達成と長期ビジョン「世界で勝てる日本発のグローバルビューティ

ーカンパニー」の実現に拍車をかけてまいります。 

 

2．エグゼクティブオフィサー体制 

(１) 2021 年 1 月 1 日付 エグゼクティブオフィサー 

氏 名 新 任 現 任 

魚谷 雅彦 エグゼクティブオフィサー※ 

社長 兼 CEO 

日本地域 CEO 

社長 兼 CEO 

日本地域 CEO 

鈴木 ゆかり エグゼクティブオフィサー※ 

常務 

チーフブランドオフィサー 

クレ・ド・ポー ボーテ、イプサ、 

ザ・ギンザ、バウム 

常務 

チーフブランドオフィサー 

クレ・ド・ポー ボーテ、イプサ、ザ・ギンザ、

バウム 
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青木 淳 エグゼクティブオフィサー※ 

常務 

チーフソーシャルバリュークリエイショ

ンオフィサー 

常務 

チーフソーシャルバリュークリエイションオ

フィサー 

藤原 憲太郎 エグゼクティブオフィサー※ 

常務 

中国地域 CEO 

常務 

中国地域 CEO 

岡部 義昭 エグゼクティブオフィサー※ 

常務 

チーフブランドイノベーションオフィサ

ー 

執行役員 

チーフブランドオフィサー 

ブランド SHISEIDO 

直川 紀夫 エグゼクティブオフィサー※ 

常務 

日本地域 COO（最高執行責任者） 

常務 

日本地域 COO 

安野 裕美 エグゼクティブオフィサー※ 

チーフパブリックリレーションズオフィ

サー 

執行役員 

チーフパブリックリレーションズオフィサー 

マリア チクラナ 

Maria Chiclana 

エグゼクティブオフィサー 

チーフリーガルオフィサー 

グローバルジェネラルカウンセル 

資生堂アメリカズ Corp. 

Senior Vice President 

Legal General Counsel & Global Legal M&A 

Leader 

堀井 清美 エグゼクティブオフィサー※ 

チーフビューティーストラテジーオフィ

サー 

執行役員 

チーフビューティーストラテジーオフィサー 

三浦 昭宏 エグゼクティブオフィサー※ 

副チーフサプライネットワークオフィサ

ー 

執行役員 

チーフサプライネットワークオフィサー代行 

アンジェリカ 

マンソン 

Angelica Munson 

エグゼクティブオフィサー 

チーフデジタルオフィサー 

資生堂アメリカズ Corp. 

President 

Digital Center of Excellence 

中村 実 エグゼクティブオフィサー※ 

チーフピープルオフィサー 

チーフウェルネスオフィサー 

執行役員 

チーフピープルオフィサー 

チーフウェルネスオフィサー 

アントニオ 

スピロトプロス 

Antonios 

Spiliotopoulos 

エグゼクティブオフィサー 

チーフサプライネットワークオフィサー 

資生堂アメリカズ Corp. 

Executive Vice President 

Operations 

高野 篤典 エグゼクティブオフィサー※ 

チーフインフォメーションテクノロジー

オフィサー 

執行役員 

チーフインフォメーションテクノロジーオフィ

サー 
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梅津 利信 エグゼクティブオフィサー※ 

チーフストラテジーオフィサー 

執行役員 

チーフストラテジーオフィサー 

山本 尚美 エグゼクティブオフィサー※ 

チーフクリエイティブオフィサー 

執行役員 

チーフクリエイティブオフィサー 

横田 貴之 エグゼクティブオフィサー※ 

CFO（最高財務責任者） 

日本地域 CFO 

財務経理部長 

吉田 克典 エグゼクティブオフィサー※ 

チーフクオリティーオフィサー 

チーフテクノロジーオフィサー 

執行役員 

チーフプロダクトイノベーションオフィサー 

行定 良太 エグゼクティブオフィサー※ 

チーフブランドオフィサー 

ブランド SHISEIDO 

SHISEIDO ブランドユニット 

副チーフブランドオフィサー 

 ※は執行役員を兼ねる。 

 

(2) 2020 年 12 月 31 日付退任執行役員 

 

 

(3) 2021 年 1 月 1 日付昇格執行役員 

氏 名 新 任 

岡部 義昭 エグゼクティブオフィサー 

常務 

 

(4) 2021 年 1 月 1 日付新任エグゼクティブオフィサー 

氏 名 新 任 

マリア チクラナ 

Maria Chiclana 
エグゼクティブオフィサー 

アンジェリカ 

マンソン 

Angelica Munson 

エグゼクティブオフィサー 

アントニオ 

スピロトプロス 

Antonios 

Spiliotopoulos 

エグゼクティブオフィサー 

横田 貴之 エグゼクティブオフィサー※ 

行定 良太 エグゼクティブオフィサー※ 

※は執行役員を兼ねる。  

氏 名 現 任 

島谷 庸一 副社長 

マイケル クームス 執行役員 

井上 美香 執行役員 

塩島 義浩 執行役員 

依田 光史 執行役員 
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(5) 2021 年 1 月 1 日付任期延長執行役員 

青木常務は、社会価値創造、ファシリティマネジメント、およびグローバルプロフェッショナル事業等を担当してい

ます。2019 年に本部を新設した社会価値創造をはじめ、同氏の担当領域については、引き続き戦略・アクション

の策定及びその力強い推進が強く求められています。このため、役員指名諮問委員会での必要性・妥当性の審

議・確認を経て、同氏を常務の在任上限年齢を超えてさらに 1 年重任することが取締役会で決議されました。 

 
以上 

 

氏 名 現 任 備 考 

青木 淳 エグゼクティブオフィサー 

常務 

常務在任上限年齢（62 歳）到達後の再延

長 


