
瓜生 道明
代表取締役会長1

池辺 和弘
代表取締役
社長執行役員

2

薬真寺 偉臣
代表取締役
副社長執行役員
危機管理官

3

藤井 一郎
代表取締役 副社長執行役員
ビジネスソリューション統括本部長、
CSRに関する事項

4

豊馬 誠
代表取締役 副社長執行役員
コーポレート戦略部門長

5

長 宣也
取締役 常務執行役員
ビジネスソリューション
統括本部 業務本部長

6

豊嶋 直幸
取締役 常務執行役員
原子力発電本部長

7

小倉 良夫
取締役 常務執行役員
国際室に関する事項

8

穐山 泰治
取締役 常務執行役員
エネルギーサービス事業
統括本部長

9

渡辺 顯好
取締役（社外）10

橘・フクシマ・咲江
取締役（社外）11

漆間 道宏
取締役 監査等委員12

古賀 和孝
取締役 監査等委員（社外）13

藤田 和子
取締役 監査等委員（社外）14

谷 宏子
取締役 監査等委員（社外）15
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【選任理由】
2012年に執行役員に就任し、主に人事
労務部門等の業務執行において豊富な
実務経験に基づく高い専門能力を発揮
しています。また、2018年に取締役に
就任以来2年間にわたり当社の経営に
参画しています。
以上の経歴を踏まえ、本人の人格・識見
等を総合的に勘案し、引続き取締役に
選任しています。

〈重要な兼職の状況〉
西日本鉄道株式会社
社外取締役 監査等委員

1979年
2020年

当社入社
当社 代表取締役
副社長執行役員（現任）

【選任理由】
主に電力輸送部門等の業務執行におい
て豊富な実務経験に基づく高い専門能
力を発揮しており、また、2016年に執
行役員に就任しています。さらに、
2018年に取締役に就任以来2年間に
わたり当社の経営に参画しています。
以上の経歴を踏まえ、本人の人格・識見
等を総合的に勘案し、引続き取締役に
選任しています。

〈重要な兼職の状況〉
日本タングステン株式会社 社外取締役

1981年
2020年

当社入社
当社 代表取締役
副社長執行役員（現任）

【選任理由】
主に経理部門等の業務執行において豊富な
実務経験に基づく高い専門能力を発揮して
います。また、2019年に取締役に就任して
以降、当社の経営に参画しています。なお、
2015年の監査役への就任を経て、2018年
に取締役監査等委員に就任し、4年間にわた
り当社の経営を監査していました。以上の経
歴を踏まえ、本人の人格・識見等を総合的に
勘案し、引続き取締役に選任しています。

1977年
2019年

当社入社
当社 取締役
常務執行役員（現任）

【選任理由】
2015年に執行役員に就任し、主に原子
力発電部門等の業務執行において豊富
な実務経験に基づく高い専門能力を発
揮しています。また、2018年に取締役
に就任以来2年間にわたり当社の経営
に参画しています。
以上の経歴を踏まえ、本人の人格・識見
等を総合的に勘案し、引続き取締役に
選任しています。

1982年
2018年

当社入社
当社 取締役
常務執行役員（現任）

【選任理由】
2014年に執行役員に就任し、主に企画・
需給部門等の業務執行において豊富な
実務経験に基づく高い専門能力を発揮
しています。
以上の経歴を踏まえ、本人の人格・識見
等を総合的に勘案し、2020年に取締役
に選任しています。

1979年
2020年

当社入社
当社 取締役
常務執行役員（現任）

【選任理由】
2009年に取締役に就任以来11年間に
わたり当社経営に参画し、豊富な経験を
有しています。また、2012年の代表取
締役社長への就任を経て、2018年に代
表取締役会長に就任し、取締役会議長を
務める等、経営全般に携わっています。
以上の経歴を踏まえ、本人の人格・識見
等を総合的に勘案し、引続き取締役に選
任しています。

〈重要な兼職の状況〉
株式会社西日本シティ銀行
社外取締役 監査等委員
株式会社九電工 社外監査役

1975年
2018年

当社入社
当社 代表取締役会長（現任）

【選任理由】
2017年に取締役に就任以来3年間に
わたり当社経営に参画し、豊富な経験
を有しています。また、2018年に代表
取締役社長執行役員に就任し、当社の
経営全般にわたり業務執行の指揮を
執っています。
以上の経歴を踏まえ、本人の人格・識見
等を総合的に勘案し、引続き取締役に選
任しています。

〈重要な兼職の状況〉
電気事業連合会 会長

1981年
2018年

当社入社
当社 代表取締役
社長執行役員（現任）

【選任理由】
2012年に取締役に就任以来8年間に
わたり当社経営に参画し、豊富な経験
を有しています。また、2018年に代表
取締役副社長執行役員に就任し、総務
部門をはじめ経営全般にわたり社長執
行役員の業務執行を補佐しています。
以上の経歴を踏まえ、本人の人格・識見
等を総合的に勘案し、引続き取締役に
選任しています。

〈重要な兼職の状況〉
株式会社RKB毎日ホールディングス
社外取締役

1976年
2018年

当社入社
当社 代表取締役
副社長執行役員（現任）

代表取締役
副社長執行役員

コーポレート戦略部門長

取締役 常務執行役員
ビジネスソリューション
統括本部 業務本部長

取締役 常務執行役員
原子力発電本部長

取締役 常務執行役員
国際室に関する事項

とよま　まこと

豊馬 誠
おさ　のぶや

長 宣也
とよしま　なおゆき

豊嶋 直幸
おぐら　  よしお

小倉 良夫

ふじい　 いちろう

代表取締役 副社長執行役員
ビジネスソリューション統括本部長、

CSRに関する事項

瓜生 道明
うりう　 みちあき

代表取締役会長

いけべ　 かずひろ

代表取締役
社長執行役員

薬真寺 偉臣
やくしんじ　 ひでおみ

代表取締役
副社長執行役員
危機管理官

池辺 和弘 藤井 一郎

【選任理由】
2018年に執行役員に就任し、主に発電
部門等の業務執行において豊富な実務
経験に基づく高い専門能力を発揮して
います。
以上の経歴を踏まえ、本人の人格・識見
等を総合的に勘案し、2020年に取締役
に選任しています。

【選任理由】
長年にわたる企業経営者としての豊富
な経験と識見を有しており、当社社外取
締役として相応しい人格・識見及び経歴
を兼ね備え、当社事業に対し客観的な視
点から有益なご意見をいただけ、かつ、
その監督機能を発揮していただける最
適な人材であることから、引続き社外取
締役に選任しています。

【選任理由】
長年にわたる国内及び米国での企業経
営者としての豊富かつグローバルな経
験と識見を有しており、当社社外取締役
として相応しい人格・識見及び経歴を兼
ね備え、当社事業に対し客観的な視点か
ら有益なご意見をいただけ、かつ、その
監督機能を発揮していただける最適な
人材であることから、2020年に社外取
締役に選任しています。

1979年
2020年

当社入社
当社 取締役 常務執行役員
（現任）

1966年

1996年
1998年

2001年

2002年
2002年

2007年

2008年

2009年
2011年

2011年

2015年

トヨタ自動車工業株式会社
（現トヨタ自動車株式会社）入社
同社 取締役
トヨタ自動車九州株式会社
取締役（非常勤）
トヨタ自動車株式会社
常務取締役
同上 退任
トヨタ自動車九州株式会社
代表取締役社長
社団法人九州経済連合会
（現一般社団法人九州経済連
合会） 副会長（2015年まで）
トヨタ自動車九州株式会社
代表取締役会長
当社取締役（非常勤）（現任）
トヨタ自動車九州株式会社
相談役
株式会社九電工 取締役
（非常勤）（現任）
トヨタ自動車九州株式会社
相談役 退任

〈重要な兼職の状況〉
株式会社九電工 社外取締役

1980年
1984年
1987年
1990年
1991年

1995年

2000年

2001年
2007年

2009年

2010年
2010年

2011年

2012年

2016年

2019年

2020年

2020年

ブラックストン・インターナショナル株式会社入社
同社 退職
ベイン・アンド・カンパニー株式会社入社
同社 退職
日本コーン・フェリー・インターナショナル株式会社
（現コーン・フェリー・ジャパン株式会社）入社
コーン・フェリー・インターナショナル社
米国本社 取締役
日本コーン・フェリー・インターナショナル株式会社 
取締役社長
同社 代表取締役社長
コーン・フェリー・インターナショナル社
米国本社取締役 退任
日本コーン・フェリー・インターナショナル株式会社 
代表取締役会長
同上 退任
G＆Sグローバル・アドバイザーズ
株式会社 代表取締役社長（現任）
公益社団法人経済同友会
副代表幹事（2015年まで）
J.フロントリテイリング株式会社
取締役（非常勤）
ウシオ電機株式会社取締役
（非常勤）（現任）
コニカミノルタ株式会社取締役
（非常勤）（現任）
J.フロントリテイリング株式会社
取締役（非常勤）退任
当社取締役（非常勤）（現任）

〈重要な兼職の状況〉
G＆Sグローバル・アドバイザーズ株式会社 
代表取締役社長
ウシオ電機株式会社 社外取締役
コニカミノルタ株式会社 社外取締役

取締役 常務執行役員
エネルギーサービス事業

統括本部長

あきやま　 やすじ

穐山 泰治

取締役（社外）

わたなべ　あきよし

渡辺 顯好

取締役（社外）

たちばな・ふくしま・さきえ

橘・フクシマ・咲江

1977年
2019年

当社入社
当社 取締役 監査等委員（現任）

取締役 監査等委員

うるま　 みちひろ

漆間 道宏

【選任理由】
経理部門や監査役室長を経験する等、
財務及び会計に関する相当程度の知見
を有し、適正な監査・監督を行う能力を
有しています。
以上の経歴を踏まえ、本人の人格・識見
等を総合的に勘案し、引続き取締役　監
査等委員に選任しています。
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【選任理由】
長年にわたる弁護士としての豊富な経
験と識見を有しており、当社社外取締役
として相応しい人格・識見及び経歴を兼
ね備え、当社事業に対し客観的な視点か
ら有益なご意見をいただけ、かつ、その
監査・監督機能を発揮していただける最
適な人材であることから、引続き社外取
締役 監査等委員に選任しています。

【選任理由】
長年にわたる公認会計士及び税理士と
しての豊富な経験を有しており、財務及
び会計に関する相当程度の知見や、当社
社外取締役として相応しい人格・識見及
び経歴を兼ね備え、当社事業に対し客観
的な視点から有益なご意見をいただけ、
かつ、その監査・監督機能を発揮してい
ただける最適な人材であることから、
2020年に社外取締役 監査等委員に選
任しています。

【選任理由】
長年にわたる公認会計士としての豊富な
経験を有しており、財務及び会計に関す
る相当程度の知見や、当社社外取締役と
して相応しい人格・識見及び経歴を兼ね
備え、当社事業に対し客観的な視点から
有益なご意見をいただけ、かつ、その監
査・監督機能を発揮していただける最適
な人材であることから、2020年に社外
取締役 監査等委員に選任しています。

1982年

1989年
2004年

2018年
2018年

2019年

監査法人朝日会計社（現有限
責任あずさ監査法人）入所
公認会計士登録（現在に至る）
あずさ監査法人（現有限責任
あずさ監査法人） 社員
有限責任あずさ監査法人 退職
谷公認会計士事務所設立
（現在に至る）
長州監査法人 代表社員（現任）

〈重要な兼職の状況〉
公認会計士
（谷公認会計士事務所、長州監査法人）

1986年
1989年

2007年

2012年

2012年

2014年

2016年
2018年
2020年

弁護士登録（現在に至る）
古賀和孝法律事務所（現古賀・花
島・桑野法律事務所）設立
（現在に至る）
マックスバリュ九州株式会社
監査役（非常勤）（現任）
九州弁護士会連合会
副理事長（2013年まで）
福岡県弁護士会 会長
（2013年まで）
日本弁護士連合会 副会長
（2015年まで）
当社 監査役
当社 取締役 監査等委員（現任）
イオン九州株式会社 監査役
（非常勤）（現任）

〈重要な兼職の状況〉
弁護士（古賀・花島・桑野法律事務所）
マックスバリュ九州株式会社 社外監査役
イオン九州株式会社 社外監査役
※マックスバリュ九州株式会社と、イオン
九州株式会社は2020年9月1日付
で、合併予定です

1971年

1975年
1983年
1989年

2007年
2007年

2009年
2009年

2010年
2012年

2016年
2016年

2017年

2020年

監査法人中央会計事務所
（後のみすず監査法人）入所
公認会計士登録（現在に至る）
監査法人中央会計事務所 社員
中央新光監査法人
（後のみすず監査法人）代表社員
みすず監査法人 退職
監査法人トーマツ（現有限責任
監査法人トーマツ） パートナー
同上 退職
藤田公認会計士事務所設立
（現在に至る）
税理士登録（現在に至る）
国立大学法人九州大学 監事
（非常勤）
同上 退任
国立大学法人福岡教育大学 
監事（非常勤）（現任）
学校法人福岡学園 監事
（非常勤）（現任）
国立大学法人福岡教育大学
監事（非常勤）退任（予定）

〈重要な兼職の状況〉
公認会計士
税理士（藤田公認会計士事務所）

取締役 監査等委員（社外）

ふじた　  かずこ

藤田 和子

取締役 監査等委員（社外）

たに　ひろこ

谷 宏子

取締役 監査等委員（社外）

こ　が　 かずたか

古賀 和孝
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