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2021年４月１日 

各 位 

 

会 社 名 ＤＭ三井製糖ホールディングス株式会社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 森本 卓 
（コード番号 2109 東証第１部） 

問合せ先 
執 行 役 員 

経営企画グループ担当 
馬鳥 秀彰 

（ TEL. 03-3663-3111) 

 

大日本明治製糖株式会社との経営統合に伴う持株会社体制への移行完了及び 

役員体制に関するお知らせ 

 

当社（本日付で商号を「三井製糖株式会社」より変更しております。）は、2021年２月 22日開催の

臨時株主総会で承認された株式交換契約及び吸収分割契約に基づき、本日付で、大日本明治製糖株式

会社との株式交換を行うと共に、グループ経営管理事業、不動産事業、資産管理事業、並びに日本国

外の駐在員事務所の運営及び管理に関する事業を除く当社の全ての事業を、当社の完全子会社である

三井製糖株式会社（本日付で商号を「三井製糖吸収分割準備株式会社」より変更しております。）に承

継させ、持株会社体制への移行が完了しましたのでお知らせいたします。 

なお、持株会社体制移行後の上場会社は、持株会社である当社（「ＤＭ三井製糖ホールディングス株

式会社」（東証第一部 証券コード：2109））となります。 

また、かかる持株会社体制への移行に伴い、本日付で、当社、三井製糖株式会社及び大日本明治製

糖株式会社の役員体制について下記のとおり変更しましたので、併せてお知らせいたします。 

当社グループは、持株会社体制への移行により、三井製糖株式会社と大日本明治製糖株式会社の両

社の人材や経営資源を集中し、再配分することでサプライチェーンや業務管理の効率化、生産体制の

強化により安全安心かつ持続可能な供給体制を維持し、グループ経営の深化を推進すると共に、研究

開発や成長分野の強化を図り、堅固な収益基盤と成長性を併せ持つ企業に飛躍することを通じて、全

てのステークホルダーの皆さまのご期待に沿えるよう、尽力してまいります。 

 

記 

 

１． ＤＭ三井製糖ホールディングス株式会社の概要(2021年４月１日付) 

（1）名称 ＤＭ三井製糖ホールディングス株式会社 

（2）所在地 東京都中央区日本橋箱崎町３６番２号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長執行役員ＣＥＯ 森本 卓 

（4）事業内容 

グループ経営管理事業、不動産事業（不動産賃貸事業及び太陽光発

電事業を含みます。）、資産管理事業（事業用不動産及び遊休不動産

の管理事業、並びに、フィンゴリモド「FTY720」の開発権及び販売

権の管理に関する事業を含みます。）、並びに、日本国外の駐在員事

務所運営及び管理に関する事業 
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２． ＤＭ三井製糖ホールディングス株式会社の役員体制（2021年４月１日付） 

氏名 役職 

森本  卓 代表取締役社長執行役員ＣＥＯ 

佐藤  裕 代表取締役副社長執行役員ＣＥＯ補佐 

野村  淳一 代表取締役副社長執行役員ＣＴＯ 

グループ生産･品質保証、資本業務提携推進担当 

三箇山秀之 代表取締役副社長執行役員ＣＦＯ、ＣＣＯ 
半田  純一  取締役（非常勤） 
長田  務 取締役（非常勤） 
刀禰館次郎 取締役（非常勤） 
飯島  一郎 取締役（監査等委員） 
川村  雄介 取締役（監査等委員）（非常勤） 
曽我辺美保子 取締役（監査等委員）（非常勤） 
益本  広史 執行役員 監査等委員会室、法務・コンプライアンスグループ担当 
中祖 一夫 執行役員 経営統合推進、資本業務提携推進、経営企画グループ担当 
津田 琢哉 執行役員 経営統合推進、資本業務提携推進担当 
小高 浩樹 執行役員 総務人事グループ担当 
馬鳥 秀彰 執行役員 経営企画グループ、経理グループ担当 
山﨑 秀敏 執行役員 経理グループ担当 
益田 幸一  執行役員 総務人事グループ担当 
東本 浩一 執行役員 資本業務提携推進担当 
深谷 卓司 執行役員 事業推進グループ担当 

 

３． 三井製糖株式会社の概要 

（1）名称 三井製糖株式会社 

（2）所在地 東京都中央区日本橋箱崎町３６番２号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長執行役員ＣＥＯ 森本 卓 

（4）事業内容 
精製糖及び砂糖関連商品の製造、販売並びにフードサイエンス事

業及び不動産事業 

 

４． 三井製糖株式会社の役員体制(2021年４月１日付) 

氏名 役職 

森本  卓 代表取締役社長執行役員ＣＥＯ 

内部監査室、ライフ・エナジー事業本部、事業創造本部担当 

野村  淳一 代表取締役副社長執行役員 砂糖生産本部、研究開発部、品質保証部担当 

津田 琢哉 取締役常務執行役員 砂糖事業本部長 

馬鳥 秀彰 取締役常務執行役員 管理本部長 兼 グループ戦略企画部長 

三箇山秀之 取締役（非常勤） 

金子 勇人 監査役 

益本 広史 監査役（非常勤） 

玉井 裕子 監査役（非常勤） 

小塚 智広 常務執行役員 北海道糖業(株)出向 
田中 睦生 上席執行役員 生和糖業(株)出向 
谷口 渡 上席執行役員 ライフ・エナジー事業本部長 兼 事業創造本部副本部長、研究

開発部担当(副) 
大塚 正教 上席執行役員 砂糖事業本部副本部長 兼 関西営業部長 
益田 幸一  執行役員 管理本部副本部長、法務・コンプライアンス室担当 
深谷 卓司  執行役員 事業創造本部長 兼 アセットマネジメント室長 兼 ライフ・エナ

ジー事業本部副本部長 
大月 一浩 執行役員 事業創造本部副本部長 兼 中国室長 
甲斐 哲朗  執行役員 砂糖生産本部長 兼 生産統括部長 
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５． 大日本製糖株式会社の概要 

（1）名称 大日本明治製糖株式会社 

（2）所在地 東京都千代田区内幸町二丁目１番１号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 佐藤 裕 

（4）事業内容 
砂糖・その他糖類及びその副産物の製造・加工・販売、並びに調味

料の輸入・製造・加工・販売及びキヌア等の輸入・販売 

 

６． 大日本明治製糖株式会社の役員体制（2021 年４月１日付) 

氏名 役職 

佐藤  裕 代表取締役社長 サステナビリティ推進室管掌、ＣＩＯ 

小高  浩樹 取締役常務執行役員 営業部門統括（砂糖統括部、食品統括部、本店営業部、

西部支社、関西中部支社、研究開発部、マーケティング・広報室）兼 営業本部

長 

中祖 一夫 取締役常務執行役員 管理部門統括（経営企画部、総務人事部、経理部、品質

保証部、ＰＭＩ推進室、システム室、海外事業推進室） 兼 コーポレート本部

長、ＣＣＯ 

藤本 正 取締役執行役員（出向） 新東日本製糖㈱代表取締役社長 

巨島 誠 監査役 

早川 勝美 執行役員 大日本明治製糖健康保険組合常務理事 
原田 淳 執行役員（出向） 鳳氷糖㈱代表取締役社長 
大津 吉弘 執行役員 監査役付 
山﨑 秀敏 執行役員 コーポレート本部 経理部長 
東本 浩一 執行役員 コーポレート本部 品質保証部長 
中島 秀昭 執行役員 コーポレート本部 海外事業推進室長 兼 ＰＭＩ推進室長 

 

７． 当社グループの体制 

 

 

 

以 上 

 

ＤＭ三井製糖 
ホールディングス 

株式会社 

三井製糖株式会社 
大日本明治製糖 

株式会社 

100％ 100％ 


