Information

次期代表幹事 推薦候補者の内定について

経済同友会では、
次期代表幹事の選考について、
役員等候補選考委員会での審議に基づき、
2014年11月21日の幹事会にて了承
下記の通り候補者を内定いたしました。
本件については、
4月27日開催予定の通常総会ならびに理事会に推薦する予定です。
を得て、

次期代表幹事推薦候補者
【新任候補者】

小林 喜光

三菱ケミカルホールディングス 取締役社長

【退任予定】

長谷川 閑史

武田薬品工業 取締役会長

新任候補者プロフィール

＜2014年11月21日現在＞

小林 喜光

（こばやし・よしみつ）
1946年生まれ（68歳）
山梨県出身

学歴：

経済同友会：

1971年 3月 東京大学大学院 理学系研究科 相関理化学専攻

2008年 10月 経済同友会 入会

修士課程修了

2010年 4月 同 幹事（～2011年4月）

1972年 7月 ヘブライ大学（イスラエル）物理化学科

2011年 4月 同 副代表幹事

1973年 9月 ピサ大学（イタリア）化学科

現在に至る

1975年 7月 東京大学 理学博士号取得
2009年 4月 同 経済情勢・政策委員会 副委員長（～2010年4月）
職歴：

2010年 4月 同 雇用・労働市場委員会 委員長（～2011年3月）

1974年 12月 三菱化成工業（現・三菱化学）入社

2011年 4月 同 経営改革委員会 委員長（～2013年3月）

1996年 6月 三菱化学 情報電子カンパニー記憶材料事業部長

2013年 4月 同 改革推進プラットフォーム 委員長代理

兼 三菱化学メディア 取締役社長
2005年 4月 三菱化学 常務執行役員
兼 三菱化学科学技術研究センター 取締役社長
2006年 6月 三菱ケミカルホールディングス 取締役
兼 三菱化学 常務執行役員
兼 三菱化学科学技術研究センター 取締役社長
兼 三菱化学生命科学研究所 代表取締役
2007年 4月 三菱ケミカルホールディングス 取締役社長
兼 三菱化学 取締役社長
2012年 4月 三菱ケミカルホールディングス 取締役社長（現任）
兼 三菱化学 取締役会長（現任）
兼 地球快適化インスティテュート 取締役社長
（現任）
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現在に至る
＜取りまとめた提言・意見・報告書＞
●経営改革委員会
『第17回企業白書 持続可能な経営の実現』
（2013年4月）
●改革推進プラットフォーム
『第185回国会（臨時会）に向けた意見書』
（2013年10月）
『会社法改正審議を通した企業統治改革の加速実現を』
（2013年10月）
『成長を促す法人課税と財政健全化の実現を』
（2014年4月）
『「第2弾成長戦略」に向けた提言』
（2014年4月）
『財政再建へ向けた果敢な取り組みを求める
～「骨太の方針」に対する提言』
（2014年4月）
『地方創生に向けた地方分権の推進について 』
（2014年9月）

2015年度副代表幹事および専務理事推薦候補者の内定について

2015年度副代表幹事および専務理事の体制について、役員等候補選考委員会での審議に基づき、2014年12月19日の幹事会にて了承
4月27日開催予定の通常総会ならびに理事会に推薦する予定です。
を得て、
下記の通り候補者を内定いたしました。
本件については、
＜所属・役職は2014年12月19日現在＞

新

任：5 名

朝田 照男

小林 いずみ

（あさだ・てるお）

（こばやし・いずみ）

丸紅
取締役会長

ANAホールディングス／
サントリーホールディングス／三井物産
社外取締役

隅 修三

馬田 一

（すみ・しゅうぞう）

（ばだ・はじめ）

東京海上日動火災保険
取締役会長

JFEホールディングス
取締役社長

再 任：4 名
（1 期満了：4 名）
伊東信一郎 ANA ホールディングス 取締役社長
菅田 史朗 ウシオ電機 取締役相談役
冨山 和彦 経営共創基盤 代表取締役CEO
御立 尚資 ボストンコンサルティンググループ 日本代表
任期中：7 名
（３期任期中：１名）
新浪 剛史 サントリーホールディングス 取締役社長
（２期任期中：３名）
岡本 圀衞 日本生命保険 取締役会長
木村 惠司 三菱地所 取締役会長
小林 栄三 伊藤忠商事 取締役会長
（１期任期中：３名）
金丸 恭文 フューチャーアーキテクト 取締役会長兼社長
志賀 俊之 日産自動車 取締役副会長
野路 國夫 コマツ 取締役会長
以上 16 名
退 任：5 名
（３期任期中：１名）
前原 金一 経済同友会 専務理事
（２期満了：４名）
柏木
斉 リクルートホールディングス 相談役
小林 喜光 三菱ケミカルホールディングス 取締役社長
※次期代表幹事推薦候補者
橘・フクシマ・咲江 G&S Global Advisors Inc. 取締役社長
藤森 義明 LIXILグループ 取締役代表執行役社長兼CEO
専務理事（代表理事）
退任：1 名 前原 金一（3 期任期中）
新任：1 名 横尾 敬介

横尾 敬介

（よこお・けいすけ）
みずほ証券
常任顧問
※経済同友会
専務理事を兼任

2015年度 代表幹事・副代表幹事・専務理事 名簿（案）
無印：任期中

※：新任

◇：再任

【代表幹事】
※小林 喜光 三菱ケミカルホールディングス 取締役社長
以上 1 名
【副代表幹事】
新浪 剛史 サントリーホールディングス 取締役社長
岡本 圀衞 日本生命保険 取締役会長
木村 惠司 三菱地所 取締役会長
小林 栄三 伊藤忠商事 取締役会長
◇伊東信一郎 ANAホールディングス 取締役社長
◇菅田 史朗 ウシオ電機 取締役相談役
◇冨山 和彦 経営共創基盤 代表取締役CEO
◇御立 尚資 ボストンコンサルティンググループ 日本代表
金丸 恭文 フューチャーアーキテクト 取締役会長兼社長
志賀 俊之 日産自動車 取締役副会長
野路 國夫 コマツ 取締役会長
※朝田 照男 丸紅 取締役会長
※小林 いずみ	ANAホールディングス／サントリーホールディ
ングス／三井物産 社外取締役
※隅
修三 東京海上日動火災保険 取締役会長
※馬田
一 JFE ホールディングス 取締役社長
※横尾 敬介 経済同友会 専務理事
以上 16 名
【専務理事】
※横尾 敬介
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