取締役・監査役 略歴 （2020年4月1日現在）
魚谷 雅彦

島谷 庸一

代表取締役 社長 兼 CEO

代表取締役 副社長

1977年 ライオン歯磨（株）
（ 現 ライオン
（株））入社

1979年 当社入社

1988年 シティバンク N.A. マネジャー

2004年 資生堂（中国）研究開発中心有限公司 董事兼総経理

1991年 クラフト・ジャパン
（株）
（ 現 モンデリーズ・ジャパン
（株））代表取締役副社長

2006年 当社化粧品開発 センター長

1994年 日本コカ・コーラ
（株）取締役上級副社長・マーケティング本部長

2007年 当社 スキンケア開発 センター長

2001年 同社代表取締役社長（Global Officer）

2010年 当社執行役員、当社国内化粧品事業部マーケティング領域担当、国内ノン資生堂事業担当

2006年 同社代表取締役会長

2012年 当社食品研究開発、新成長領域研究開発、研究管理、技術アライアンス担当

2007年（株）
ブランドヴィジョン 代表取締役社長

2013年 当社研究開発（化粧品・新領域）担当

2011年 アスクル（株）社外取締役

2014年 当社研究開発担当

2012年 シティバンク銀行（株）
（当時）取締役（非常勤）

2015年 当社執行役員常務 研究開発本部長

2013年 当社マーケティング統括顧問

2017年 当社 R&D 戦略、GIC 統括運営、化粧情報開発、化粧品開発、技術知財、

2014年 当社執行役員社長（現任）、当社代表取締役（現任）
2020年 日本地域 CEO（現任）、資生堂ジャパン
（株）代表取締役 会長 兼 社長（現任）

アドバンストリサーチ、インキュベーション
（以上 現任）、品質評価担当

2018年 当社安全性・解析研究担当（現任）
2018年 当社取締役
2019年 当社代表取締役（現任）、当社副社長（現任）、当社チーフイノベーションオフィサー（現任）、
当社経営全般補佐（現任）
当社プロセスエンジニアリング開発・パッケージ開発、フロンティアサイエンス事業担当
（以上 現任）

2020年 当社グローバル薬務担当（現任）

鈴木 ゆかり

直川 紀夫

取締役 常務

取締役 常務

1985年 当社入社

1989年 当社入社

2014年（株）イプサ 代表取締役 社長

2010年 当社国際事業部国際事業企画部長

2015年 当社日本事業本部 プレステージブランド事業本部 マーケティング部長

2012年 当社経営企画部長

2015年 資生堂ジャパン
（株）
プレステージブランド事業本部 マーケティング部長

2014年 当社執行役員 最高財務責任者

2016年 同社専門店事業本部 マーケティング部 マーケティングディレクター
2017年 当社グローバルプレステージブランド事業本部
クレ・ド・ポー ボーテブランドユニット ブランドディレクター

2018年 当社執行役員、当社グローバルプレステージブランド事業本部
チーフブランドオフィサー クレ・ド・ポー ボーテブランド

2020年 当社常務（現任）
当社 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、

BAUM（現任）
当社取締役（現任）

当社財務、IR、情報企画、内部統制担当

2015年 当社執行役員 財務本部長 最高財務責任者 CFO
2016年 当社経営管理担当
2017年 当社ビジネスデベロップメント担当
2018年 当社執行役員常務（現任）
2019年 当社 チーフサプライネットワークオフィサー、当社 デマンド・サプライ計画、
ロジスティクス、生産、工場、サプライ・購買統括（以上 現任）、SN 改革、
グローバルイニシアティブ、那須工場設立準備担当

2020年 当社 SN 戦略、SN 基盤開発、グローバルブランド S&OP 推進担当（現任）
当社取締役（現任）

藤森 義明

石倉 洋子

社外取締役〈独立役員〉※

社外取締役〈独立役員〉※

1975年 日商岩井（株）
（ 現 双日
（株））入社

1985年 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク日本支社入社

1986年 日本 ゼネラル・エレクトリック
（株）入社

1992年 青山学院大学国際政治経済学部 教授

1997年 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー カンパニーオフィサー

1996年 エイボン・プロダクツ
（株）
（ 現 エフエムジー＆ミッション
（株））取締役（非常勤）

2001年 同社シニアバイスプレジデント

2000年 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授

2008年 日本 ゼネラル・エレクトリック
（株）代表取締役 会長 兼 社長 兼 CEO

2001年 中央教育審議会 委員

（ 現 GE ジャパン
（株））代表取締役 会長
2011年 日本 GE（株）

2004年 ボーダフォンホールディングス
（株）
（当時）取締役（非常勤）、日本郵政公社（当時）

（株）LIXIL 取締役、
（株）住生活グループ（現（株）LIXIL グループ）取締役
（株）LIXIL 代表取締役 社長 兼 CEO、
（株）LIXIL グループ 取締役
代表執行役 社長 兼 CEO

社外理事（非常勤）

2005年 日本学術会議 副会長
2006年（株）商船三井 社外取締役

（ 現 東京電力ホールディングス
（株））社外取締役
2012年 東京電力（株）

2008年 総合科学技術会議 議員（非常勤）

2016年（株）LIXIL 代表取締役 会長 兼 CEO

2010年 日清食品 ホールディングス
（株）社外取締役、富士通（株）社外取締役

武田薬品工業（株）社外取締役（現任）

2011年 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 教授

ボストンサイエンティフィックコーポレーション 社外取締役（現任）

2012年 一橋大学 名誉教授（現任）、ライフネット生命保険（株）社外取締役

2018年 日本 オラクル（株）社外取締役会長（現任）

2014年 双日
（株）社外取締役

2019年（株）東芝 社外取締役（現任）

2015年 当社社外取締役（現任）

2020年 当社社外取締役（現任）

2018年 当社役員指名諮問委員会委員長（現任）
2019年 積水化学工業株式会社 社外取締役（現任）

岩原 紳作

大石 佳能子

社外取締役〈独立役員〉※

社外取締役〈独立役員〉※

1978年 東京大学法学部 助教授

1983年 日本生命保険相互会社入社

1981年 米国 ハーバード大学ロー・スクール 客員研究員

1987年 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ニューヨーク支社

1982年 米国 カリフォルニア大学 バークレー校ロー・スクール 客員研究員

1988年 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 東京支社

1991年 米国 ハーバード大学ロー・スクール 客員教授

2000年（株）
メディヴァ 代表取締役（現任）

1991年 東京大学大学院法学政治学研究科 教授

2000年（株）西南メディヴァ
（現（株）
シーズ・ワン）代表取締役（現任）

2003年 郵政行政審議会 委員

2001年 アスクル（株）社外監査役

2005年 企業会計審議会 委員

2002年 同社社外取締役

2009年 公益財団法人財務会計基準機構 理事

2010年 アステラス製薬（株）社外取締役

2010年 法制審議会 委員（現任）、法制審議会会社法制部会 部会長

2015年 江崎グリコ（株）社外取締役（現任）、参天製薬（株）社外取締役（現任）、

2013年 早稲田大学法学学術院 教授（現任）

スルガ銀行（株）社外取締役

2013年 東京大学 名誉教授（現任）

2016年 当社社外取締役（現任）

2015年 金融審議会 会長

2018年 当社役員報酬諮問委員会委員長（現任）

2017年 森・濱田松本法律事務所 顧問（現任）
2018年 当社社外取締役（現任）
2019年 法制審議会 会長（現任）

吉田 猛

宇野 晶子

常勤監査役

常勤監査役

1985年（株）オークラ経営経理学院入社

1983年 当社入社

1992年 当社入社

2008年 当社ビューティーソリューション開発 センター次長

2009年 当社事業企画部長 兼 事業管理室長

2009年 当社お客さま・社会リレーション部次長

2011年 資生堂アメリカズ Corp. 上級副社長

2010年 資生堂ビジネスソリューション
（株）お客さまセンター次長

2014年 当社監査部長

2011年 当社お客さまセンター次長

2016年 資生堂ジャパン
（株）ジャパン運営部長

2016年 資生堂ジャパン
（株）お客さまセンター長

2017年（株）エフティ資生堂 パーソナルケア事業計画部長

2019年 当社秘書・渉外部付部長、当社常勤監査役（現任）

2018年 当社秘書・渉外部付、当社常勤監査役（現任）

後藤 靖子

野々宮 律子

社外監査役〈独立役員〉※

社外監査役〈独立役員〉※

1980年 運輸省入省

1987年 ピート・マーウィック・メイン会計事務所（現 KPMG LLP）入所

1997年 同省九州運輸局 企画部長

1997年 KPMG コーポレイトファイナンス
（株）
パートナー

1998年 同省運輸政策局観光部 企画調査室長

2000年 UBS ウォーバーグ証券会社（現 UBS 証券（株））入社

2001年 海上保安庁国際危機管理官

2005年 同社マネージングディレクター M&A アドバイザー

2003年 国土交通省総合政策局 交通消費者行政課長

2008年 GE キャピタルアジアパシフィック シニアバイスプレジデント

2004年 日本政府観光局 ニューヨーク観光宣伝事務所長

ビジネスディベロップメントリーダー

2005年 山形県副知事

2013年 GCA サヴィアン
（株）
（ 現 GCA（株））マネージングディレクター（現任）

2008年 国土交通省 北陸信越運輸局長

2015年 同社執行役員（現任）

2010年 同省大臣官房審議官（海事局担当）

2017年 同社取締役（現任）

2011年 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 理事（共有船舶担当）

2020年 当社社外監査役（現任）

2013年 国土交通省国土交通政策研究所 所長
2014年 九州旅客鉄道（株）入社 顧問
2015年 同社鉄道事業本部副本部長 兼 旅行事業本部長、同社
常務取締役鉄道事業本部 副本部長 兼 旅行事業本部長

2017年 同社常務取締役（財務部担当 CFO）
2018年 同社取締役監査等委員（現任）
2019年 当社社外監査役（現任）
（ 株）
デンソー社外監査役（現任）

小津 博司
社外監査役〈独立役員〉※
1974年 東京地方検察庁 検事
2001年 佐賀地方検察庁 検事正
2002年 最高検察庁 検事
2004年 法務省 大臣官房長
2006年 法務省 刑事局長
2007年 法務省 法務事務次官
2009年 札幌高等検察庁 検事長
2010年 最高検察庁 次長検事
2011年 東京高等検察庁 検事長
2012年 最高検察庁 検事総長
2014年 弁護士登録
2015年 三井物産（株）社外監査役（現任）、トヨタ自動車（株）社外監査役（現任）
2016年 一般財団法人清水育英会 代表理事（現任）、一般社団法人刑事司法福祉
フォーラム・オアシス 代表理事（現任）

2017年 当社社外監査役（現任）、一般財団法人日本刑事政策研究会 代表理事（現任）

※ 東京証券取引所の有価証券上場規程第 436条の2に定める独立役員

