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生年月日  昭和 30年 7月 23日 

出 身 地  福岡県 

 

 

略    歴 

 

昭和５３年 ３月    慶應義塾大学法学部法律学科卒業 

 

昭和５３年 ４月    電源開発株式会社入社 

平成 ４年 ７月     関西支社総務課長 

平成 ７年 ４月     総務部広報室課長 

平成１２年 ７月     人事労務部調査役 

平成１４年 ４月     人事労務部長代理 

平成１４年１０月     事業企画部長代理 

平成１６年 ７月     事業企画部部長 

平成１７年 ３月     エネルギー業務部長 

平成２０年 ７月     審議役兼エネルギー業務部長 

平成２１年 ６月     執行役員・エネルギー業務部長 

平成２３年１２月     常務執行役員 

平成２５年 ６月     取締役常務執行役員 

平成２７年 ６月     取締役副社長 

平成２７年１０月     取締役副社長・エネルギー営業本部長 

 

（現在に至る） 

 

 

（所有株式数；１０，５００株（平成２８年３月３１日現在）） 
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生年月日  昭和 27年9月 5日 

出 身 地  山口県 

 

略   歴 

 

昭和５２年１２月    カナダ国オンタリオ州立トロント大学大学院 

工学修士修了 

昭和５３年 ３月    大阪大学大学院工学研究科原子力工学専攻修了 

昭和５３年 ４月    電源開発株式会社入社 

平成 ５年 ７月     若松総合事業所若松石炭利用技術試験所主査 

平成 ６年 ４月     原子力部原子力建設課長 

平成 ９年 ７月     原子力部機械グループリーダー 

平成１１年 ９月     原子力部技術開発グループリーダー 

平成１２年 ７月     原子力部計画グループリーダー 

平成１４年 ４月     原子力事業部長代理 

平成１６年 ７月     原子力事業部大間原子力建設準備事務所副所長 

平成１８年 ４月     原子力事業部長 

平成１９年 ６月     執行役員・原子力事業部長 

平成２０年 ５月     執行役員・原子力建設部長・ 

原子力事業本部長代理 

平成２１年 ６月     常務執行役員・原子力建設部長・ 

原子力事業本部長代理 

平成２２年 ６月     取締役・原子力事業本部長代理 

平成２４年 ６月     取締役常務執行役員・原子力事業本部長代理 

平成２７年 ６月     取締役副社長・原子力事業本部長 

（現在に至る） 

（所有株式数；１４，３００株（平成２８年３月３１日現在）） 
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生年月日  昭和 32年 2月 3日 

出 身 地  大分県 

 

 

略    歴 

 

昭和５４年 ３月    一橋大学社会学部卒業 

 

昭和５４年 ４月    電源開発株式会社入社 

平成 ５年１０月     大間原子力総合立地事務所立地課課長 

平成 ６年 ７月     資材部契約課課長 

平成１０年 ７月     企画部管理グループリーダー 

平成１４年 ４月     火力事業部長代理 

平成１５年 ７月     開発電気株式会社出向 

平成１６年 ４月     株式会社ジェイペック出向 

平成１７年１０月     財務部長 

平成２０年 ７月     国際業務部長 

平成２１年 ６月     執行役員・国際業務部長 

平成２４年 ６月     執行役員・原子力業務部長 

平成２５年 ６月     常務執行役員・原子力事業本部長代理 

平成２７年 ６月     取締役常務執行役員・原子力事業本部長代理 

 

 

（現在に至る） 

 

（所有株式数； ９，１００株（平成２８年３月３１日現在）） 
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生年月日  昭和 31年 10月 19日 

出 身 地  鹿児島県 

 

略    歴 

 

昭和５６年 ３月    東京大学法学部卒業 

 

昭和５６年 ４月    電源開発株式会社入社 

平成 ８年 ４月       人事部課長 

平成１０年 ７月     人事労務部人事グループリーダー 

平成１４年 ４月     総務部株式公開準備グループリーダー 

平成１４年１０月     総務部総務グループリーダー兼株式公開 

準備グループリーダー  

平成１６年 ７月     総務部長代理 

平成１８年 ６月     株式会社ＪＰビジネスサービス出向 

平成２０年 ６月     営業部部長 

平成２１年 ６月     人事労務部長 

平成２３年１２月     秘書広報部長兼広報室長 

平成２４年 ６月     秘書広報部長 

平成２５年 ６月     執行役員・秘書広報部長 

平成２６年 ６月     常務執行役員・大間現地本部長・原子力 

事業本部長代理 

 

（現在に至る） 
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生年月日  昭和 31年 4月 11日 

出 身 地  東京都 

 

略    歴 

 

昭和５６年 ３月    早稲田大学大学院理工学研究科建設工学専攻

修了 

 

昭和５６年 ４月    電源開発株式会社入社 

平成 ７年 ３月     火力部火力土木建築課課長 

平成 ８年 ４月     火力部火力土木建築課長 

平成 ９年 ７月     建設部設計室火力グループリーダー 

平成１０年 ３月     建設部設計室地盤解析グループリーダー 

平成１３年 ７月     エンジニアリングセンター電力・インフラ技

術室課長 

平成１４年 ４月     エンジニアリング事業部地盤耐震技術グルー

プリーダー 

平成１５年 ７月     エンジニアリング事業部建設技術グループリ

ーダー 

平成１８年 ７月     水力エンジニアリング部土木技術室長 

平成２０年 ７月     国際営業部技術営業室長 

平成２２年 ２月     国際営業部開発営業室長 

平成２２年１０月     国際営業部部長 

平成２４年 ７月     国際営業部長 

平成２５年 ６月     執行役員・国際営業部長・国際事業本部長代理 

平成２７年 ６月     常務執行役員・国際事業本部長代理 

（現在に至る） 
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生年月日  昭和 32年 1月 9日生 

                            出 身 地   兵庫県 

 

略   歴 

 

 

昭和５４年 ３月   東京大学経済学部 卒業 

昭和５９年 ６月   ハーバード・ビジネス・スクール卒業（MBA） 

 

昭和５４年 ４月   株式会社東京銀行入行 

昭和５７年 ６月   ハーバード・ビジネス・スクール派遣 

昭和５９年 ９月   株式会社東京銀行 国際企業部 

昭和６２年 ５月    同行 資本市場第一部 部長代理 

平成 ２年 ３月   東京銀行信託会社ニューヨーク支店 

    ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟﾊﾞｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 

平成 ６年 ４月   株式会社東京銀行 ニューヨーク支店 

    ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ｸﾞﾙｰﾌﾟﾊﾞｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 

平成 ７年 ３月   スイス・ユニオン銀行 営業開発第二部長 

平成 ９年 ８月    同行 東京支店長 兼 投資銀行本部長 

平成１０年 ６月   ＵＢＳ証券会社 投資銀行本部長 

マネージング ディレクター 

平成２３年 ４月   一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任教授 

平成２４年 ５月   株式会社パルコ社外取締役（現任） 

平成２４年１０月    一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授（現任） 

平成２６年 ６月   株式会社あおぞら銀行社外取締役（現任） 

（現在に至る） 
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生年月日  昭和 26年 10月 31日 

出 身 地  英国 

 

略    歴 

 

昭和４９年 ６月    ケンブリッジ大学東洋学部 卒業 

平成１８年 ７月    ケンブリッジ大学 

ジャッジ・ビジネススクール 博士課程 修了 

 

昭和４９年１０月    ロイズ銀行グループ入社 

昭和５６年 １月       同社 大阪支店長 

昭和５８年 ８月     同社 バルセロナ支店長 

昭和６２年１０月    エス・ジー・ウオーバーグ・アンド・カンパニー入社 

平成 ４年１０月     同社 取締役  

平成 ７年１０月    株式会社住友銀行 ロンドン支店 入社 

    （ヨーロッパＭ＆Ａ担当） 

平成１２年 ５月    大和証券 SBCMヨーロッパ・リミテッド 入社 

（ヨーロッパＭ＆Ａ担当） 

平成１８年 ８月    ケンブリッジ大学ビジネスリサーチセンター 

リサーチアソシエイト 

 

（現在に至る） 

 


