
取締役

代表取締役社長

渡部　肇史
1977年4月　 電源開発（株）入社
2019年4月　 代表取締役社長

社長執行役員
（現任）

代表取締役会長

村山　均
1980年4月　 電源開発（株）入社
2020年6月　 代表取締役会長

（現任）

代表取締役

浦島　彰人
1980年4月　 電源開発（株）入社
2019年4月　 代表取締役 

副社長執行役員
（現任）

取締役

尾ノ井　芳樹
1979年4月　 電源開発（株）入社
2019年4月　 取締役 

副社長執行役員
（現任）

取締役

南之園　弘巳
1981年4月　 電源開発（株）入社
2019年4月　 取締役 

副社長執行役員
（現任）

取締役

本田　亮
1982年4月　 電源開発（株）入社
2020年4月　 取締役 

副社長執行役員
（現任）

取締役

杉山　弘泰
1981年4月　 電源開発（株）入社
2020年6月　 取締役 

副社長執行役員
（現任）

取締役

菅野　等
1984年4月　 電源開発（株）入社
2019年6月　 取締役 

常務執行役員
（現任）

取締役

嶋田　善多
1982年4月　 電源開発（株）入社
2020年6月　 取締役 

常務執行役員
（現任）

取締役

笹津　浩司
1986年4月　 電源開発（株）入社
2020年6月　 取締役 

常務執行役員
（現任）

1974年10月　 ロイズ銀行グループ入社
1981年 1月　 同社大阪支店長
1983年 8月　 同社バルセロナ支店長
1987年10月　 エス・ジー・ウオーバーグ・アンド・

カンパニー入社
1992年10月　 同社取締役
1995年10月　 （株）住友銀行ロンドン支店入社
2000年 5月　 大和証券SBCMヨーロッパ・リミテッ

ド入社
2006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（現任）
2016年 6月　 当社取締役（社外取締役）（現任）

1967年4月　 弁護士登録（第一東京弁護士会入会） 
梶谷法律事務所（現梶谷綜合法律事
務所）入所

1998年4月　 日本弁護士連合会副会長、第一東京
弁護士会会長

1999年4月　 梶谷綜合法律事務所主宰者
2003年6月　 ニチアス（株）監査役
2004年4月　 日本弁護士連合会会長
2007年6月　 総務省年金記録確認中央第三者委員

会委員長
2009年6月　 当社取締役（社外取締役）（現任）
2011年4月　 日本司法支援センター理事長
2011年6月　 横浜ゴム（株）監査役

1979年 4月　 （株）東京銀行入行
1990年 3月　 東京銀行信託会社ニューヨーク支店

インベストメント・バンキング・グルー
プバイスプレジデント

1994年 4月　 （株）東京銀行ニューヨーク支店 
エマージング・マーケット・グループ
バイスプレジデント

1995年 3月　 スイス・ユニオン銀行営業開発第二部長
1997年 8月　 同行東京支店長兼投資銀行本部長
1998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
2011年 4月　 一橋大学大学院国際企業戦略研究科

（現経営管理研究科）特任教授
2012年 5月　 （株）パルコ取締役
2012年10月　 一橋大学大学院国際企業戦略研究科

（現経営管理研究科）教授
2014年 6月　 （株）あおぞら銀行取締役（現任）
2016年 6月　 当社取締役（社外取締役）（現任）
2020年 4月　 一橋大学大学院経営管理研究科特

任教授（現任）

取締役 

John Buchanan （ジョン ブカナン）

取締役 

梶谷　剛
取締役 

伊藤　友則

社外 独立 社外 独立 社外 独立
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役員一覧
（2021年7月1日現在）



常任監査役

監査役

執行役員

1980年4月　 電源開発（株） 
入社

2018年6月　 当社常任監査役
（現任）

1979年4月　 電源開発（株） 
入社

2016年6月　 当社常任監査役
（現任）

1977年 4月　大蔵省入省
2008年 7月　財務省関税局長
2009年 7月　国土交通省政策統括官
2012年 1月　 独立行政法人住宅金融支援

機構 副理事長
2014年 1月　 財務省大臣官房審議官 

（大臣官房担当）

2014年 6月　当社監査役（社外監査役）
2015年 6月　 当社常任監査役（社外監査役）

（現任）
2016年 6月　 （株）西日本シティ銀行監査役
2016年10月　 同社取締役監査等委員 

（現任）

河谷　眞一福田　直利 藤岡　博

1977年4月　 日本電信電話公社（現日本電信電話（株））入社
1991年4月　 日本電信電話（株）サービス開発本部マーケティング部門長
2004年7月　 東日本電信電話（株）情報機器部長
2005年7月　 同社東京支店副支店長
2005年7月　 （株）NTT東日本－東京中央代表取締役社長
2007年7月　 エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ（株） 

代表取締役常務取締役
2013年6月　 西日本電信電話（株）監査役
2019年6月　 （株）スカパー JSATホールディングス取締役（現任）
2020年3月　 （株）ブロードバンドタワー取締役監査等委員（現任）
2020年6月　 アルコニックス（株）監査役（現任）
2021年6月　 当社監査役（社外監査役）（現任）

大賀　公子

社長執行役員 渡部　肇史
副社長執行役員 浦島　彰人 業務全般 

原子力事業本部長（事務委嘱）

尾ノ井　芳樹 業務全般 
国際事業本部長（事務委嘱）

南之園　弘巳 業務全般 
原子力事業本部副本部長（事務委嘱） 
秘書部、広報部、人事労務部、総務部、立地・環境部

本田　亮 業務全般 
ESG総括
国際事業本部副本部長（事務委嘱） 
経営企画部、財務部、資材調達部

杉山　弘泰 業務全般
再生可能エネルギー本部長（事務委嘱）
原子力事業本部副本部長（事務委嘱）
デジタルイノベーション部、土木建築部、火力エネルギー部、技術開発部

常務執行役員 菅野　等
野村　京哉

嶋田　善多
萩原　修

笹津　浩司
関根　良二

倉田　一秀

執行役員 謝花　たかし
伊藤　和雄
中山　寿美枝

佐藤　俊哉
藤田　隆司
原田　淳

出町　伸一
越後　正一
相良　秀晃

石田　靖
鈴木　伸介
加藤　英彰

常任監査役 常任監査役

監査役

1970年4月　 トヨタ自動車工業（株）（現トヨタ自動車（株））入社
1997年1月　 トヨタ自動車（株）第4開発センター第3エンジン技術部部長
2000年6月　 同社取締役
2003年6月　 同社常務役員
2004年6月　 同社顧問
2004年6月　 （株）コンポン研究所代表取締役所長
2010年6月　 同社顧問
2010年6月　 （株）豊田中央研究所顧問
2010年6月　 トヨタテクノクラフト（株）（現（株）トヨタカスタマイジング&ディベ

ロップメント）監査役
2011年6月　 当社監査役（社外監査役）（現任）

中西　清
監査役

社外 独立

社外 独立 社外 独立
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社会的価値を生み出すために




