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2 0 1 5 年 4 月 2 8 日 

                                                     東 京電 力株 式会 社 

 

本年6月25日に開催予定の第91回定時株主総会後の取締役及び執行役の候補者を下記のとおり内定

しましたので、お知らせいたします。本件につきましては、同株主総会及び同株主総会終了後の取締

役会を経て、正式に決定される予定です。 

記 

1．取締役候補者                          

 氏 名 現 職 等 

取締役会長 ＊數土 文夫 当社取締役会長 

取 締 役 廣瀬 直己 当社取締役代表執行役社長 

取 締 役 佐野 敏弘 当社取締役代表執行役副社長 

取 締 役 姉川 尚史 当社取締役常務執行役 

取 締 役 
武部 俊郎 

（新任） 
当社常務執行役 

取 締 役 
西山 圭太 

（新任） 

当社執行役 

原子力損害賠償・廃炉等支援機構連絡調整室次長 

取 締 役 
増田 祐治 

（新任） 
当社参与 

取 締 役 ＊藤森 義明 
株式会社ＬＩＸＩＬグループ取締役代表執行役社長兼

ＣＥＯ 

取 締 役 ＊須藤 正彦 弁護士（元最高裁判所判事） 

取 締 役 ＊國井 秀子 

芝浦工業大学学長補佐兼大学院工学マネジメント研究

科教授 

一般社団法人情報サービス産業協会副会長 

取 締 役 ＊増田 寬也 東京大学公共政策大学院客員教授（元総務大臣） 

取 締 役 
＊長谷川 閑史 

（新任） 
武田薬品工業株式会社 代表取締役 取締役会長 

  ＊は社外取締役候補者 

＜退任予定者＞ 

    嶋田 隆 



2．執行役候補者                           

 氏名 事務委嘱 業務分担 

代表執行役 

社長 
＊廣瀬 直己 

経営企画本部長兼原子力改

革特別タスクフォース長兼

新成長タスクフォース長 

業務全般 

代表執行役 

副社長 

山口  博 技監 

業務全般、環境部、システム

企画部、リニューアブルパワ

ー・カンパニー 

 石崎 芳行 

福島復興本社代表兼福島本

部長兼原子力・立地本部副本

部長 

業務全般 

 ＊佐野 敏弘 
フュエル＆パワー・カンパニ

ー・プレジデント 
業務全般 

常務執行役 

＊武部 俊郎 
パワーグリッド・カンパニ

ー・プレジデント 
スマートメーター推進室 

＊姉川 尚史 

原子力・立地本部長兼原子力

改革特別タスクフォース長

代理兼同事務局長 

 

  壹岐 素巳 
ビジネスソリューション・カ

ンパニー・プレジデント 
広報部、労務人事部、国際部 

  増田 尚宏 

福島第一廃炉推進カンパニ

ー・プレジデント兼廃炉・汚

染水対策最高責任者 

 

  木村 公一 
新潟本社代表兼新潟本部長

兼原子力・立地本部副本部長 
 

村永 慶司 
福島本部副本部長兼原子

力・立地本部副本部長 
秘書部、総務部 

文挾 誠一 経営企画本部担当（共同）  

岡本  浩 

経営技術戦略研究所長兼新

成長タスクフォース事務局

長兼次世代サービス担当 

系統広域連系推進室 

ジョン・クロフツ 
原子力安全担当兼原子力安

全監視室長 
 

可児 行夫 

フュエル＆パワー・カンパニ

ー・バイスプレジデント（包

括的アライアンス担当） 

包括的アライアンス推進室、

燃料部 

武谷 典昭 

（新任） 
グループ事業担当 

経理部、資材部、品質・安全

監査部 

  小早川 智明 

（新任） 

カスタマーサービス・カンパ

ニー・プレジデント 
 

執行役 ＊西山 圭太 
会長補佐兼経営企画本部担

当（共同） 
 

  ＊は取締役を兼務 

＜退任予定者＞ 

    山崎 剛（テプコカスタマーサービス株式会社代表取締役会長に推薦予定） 

住吉 克之、大河原 正太郎、青柳 光広（当社監査特命役員に就任予定） 



3．本年7月1日以降の執行役候補者の職務分掌  

当社は、本年7月1日付でホールディングカンパニー制移行に向けた社内組織の改編を実施する

予定です。つきましては、同日以降、執行役候補者の職務分掌を以下のとおりとする予定です。 

  氏名 事務委嘱 業務分担 

代表執行役 

社長 
＊廣瀬 直己 

原子力改革特別タスクフォ

ース長兼新成長タスクフォ

ース長 

業務全般、経営企画ユニット 

代表執行役 

副社長 

山口  博 技監、安全統括 

業務全般、システム企画室、

技術・環境戦略ユニット、リ

ニューアブルパワー・カンパ

ニー 

 石崎 芳行 

福島復興本社代表兼福島本

部長兼原子力・立地本部副本

部長 

業務全般 

 ＊佐野 敏弘 
フュエル＆パワー・カンパニ

ー・プレジデント 
業務全般 

常務執行役 

＊武部 俊郎 
パワーグリッド・カンパニ

ー・プレジデント 
 

＊姉川 尚史 

原子力・立地本部長兼原子力

改革特別タスクフォース長

代理兼同事務局長 

 

  壹岐 素巳 
ビジネスソリューション・カ

ンパニー・プレジデント 

組織・労務人事室、渉外・広

報ユニット 

  増田 尚宏 

福島第一廃炉推進カンパニ

ー・プレジデント兼廃炉・汚

染水対策最高責任者 

 

  木村 公一 
新潟本社代表兼新潟本部長

兼原子力・立地本部副本部長 
 

村永 慶司 
福島本部副本部長兼原子

力・立地本部副本部長 
秘書室、総務・法務室 

文挾 誠一 経営企画担当（共同） 企画室 

岡本  浩 

経営技術戦略研究所長兼新

成長タスクフォース事務局

長兼次世代サービス担当 

系統広域連系推進室 

ジョン・クロフツ 
原子力安全担当兼原子力安

全監視室長 
 

可児 行夫 

フュエル＆パワー・カンパニ

ー・バイスプレジデント（包

括的アライアンス担当） 

包括的アライアンス推進室、

燃料部 

武谷 典昭  
内部監査室、グループ事業管

理室、経理室 

  小早川 智明 
カスタマーサービス・カンパ

ニー・プレジデント 
 

執行役 ＊西山 圭太 
会長補佐兼経営企画担当（共

同） 
 

         ＊は取締役を兼務 

以 上 


