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2014年12月18日 
各位 

会社名   株式会社 クラレ 

代表者名  取締役社長  伊藤 文大 

コード番号 3405   

上場取引所 東証第一部 

問合せ先  経営企画本部 IR・広報部長 

井出 章子  

TEL (03) 6701－1070 

 

役員の異動に関するお知らせ 

 

 
当社は下記の通り、役員の異動を行いますのでお知らせいたします。  
 

記 
 
１．取締役 （異動予定日：2015年 3月株主総会開催日） 

就任予定の役位 氏名 現役位 異動内容 

取締役 

専務執行役員 

藤井 信雄 

（ふじい のぶお） 

取締役 

常務執行役員 

（執行役員 

役位変更） 

取締役 

常務執行役員 

古宮 行淳 

（こみや ゆきあつ） 

常務執行役員 新任 

取締役 

常務執行役員 

早瀬 博章 

（はやせ ひろあや） 

常務執行役員 新任 

－ 

（当社常勤監査役就任予定） 

村上 敬司 

（むらかみ けいじ） 

取締役 

専務執行役員 

退任 

－ 

 

川原崎 雄一 

（かわらさき ゆういち） 

取締役 

常務執行役員 

退任 

 
【ご参考】以下代表取締役の異動（異動予定日：2015年 1月 1日）は本年11月 27日に公表済です。 

就任予定の役位 氏名 現役位 
代表取締役会長 伊藤 文大 

（いとう ふみお） 
代表取締役社長 

代表取締役社長 伊藤 正明 
（いとう まさあき） 

取締役常務執行役員 

 
 
２．監査役 （異動予定日：2015年 3月株主総会開催日） 

就任予定の役位 氏名 現役位（役職） 異動内容 

常勤監査役 村上 敬司 

（むらかみ けいじ） 

取締役 

専務執行役員 

新任 

― 真鍋 光昭 

（まなべ みつあき） 

常勤監査役 退任 
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３．執行役員（取締役兼務者を除く） （異動予定日：2015年 3月株主総会開催日） 

就任予定の役位 氏名 現役位 異動内容 

執行役員 中島 多加志 

（なかじま たかし） 

理事 新任 

執行役員 林 洋秀 

（はやし ひろひで） 

理事 新任 

― 

 

武本 修一 

（たけもと しゅういち） 

執行役員 退任 

 
 
４．異動後の全取締役・監査役・執行役員の役位 

（◎：新任  ※：役位変更  他：再任または留任） 

 代表取締役会長  伊藤 文大 

 代表取締役社長  伊藤 正明 

 代表取締役・専務執行役員  山下 節生 

※ 取締役・専務執行役員  藤井 信雄 

 取締役・常務執行役員  天雲 一裕 

 取締役・常務執行役員  雪吉 邦夫 

 取締役・常務執行役員  松山 貞秋 

 取締役・常務執行役員  久川 和彦 

◎ 取締役・常務執行役員  古宮 行淳 

◎ 取締役・常務執行役員  早瀬 博章 

 取締役（社外取締役）  塩谷 隆英 

 取締役（社外取締役）  浜口 友一 

 

 常勤監査役  蜷川 洋一 

◎ 常勤監査役  村上敬司 

 監査役（社外監査役）  藤本 美枝 

 監査役（社外監査役）  岡本 吉光 

 監査役（社外監査役）  名倉 三喜男 

 

 執行役員  マティアス グトヴァイラー 

(Matthias Gutweiler) 

 執行役員  小野寺 正憲 

 執行役員  中山 和大 

 執行役員  阿部 憲一 

 執行役員  佐野 義正 

 執行役員  ジョージ アブディ 

（George Avdey） 

 執行役員  豊浦 仁 

 執行役員  山根 幸則 

 執行役員  大村 章 

 執行役員  柏村 次史 

◎ 執行役員  中島 多加志 

◎ 執行役員  林 洋秀 
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５．新任取締役・監査役の略歴 
（１）新任取締役 

氏  名 古宮 行淳（こみや ゆきあつ） 

生年月日 １９５５年４月２１日 

最終学歴 １９８４年３月 京都大学工学部（博士）卒 

略  歴 １９８４年 ４月  株式会社クラレ入社 

２００２年 ６月  研究・事業開発本部構造解析センター長 

２００５年 ４月  新事業開発本部開発企画部長 

２００７年 ４月  新事業開発本部くらしき研究所長 

２０１１年 ７月  鹿島事業所長 

２０１２年 ６月  執行役員 

２０１３年 ４月  イソプレンカンパニーイソプレンケミカル事業部長 

２０１４年 ４月  イソプレンカンパニー長（現任） 

２０１４年 ６月  常務執行役員（現任） 

 

 

氏  名 早瀬 博章（はやせ ひろあや） 

生年月日 １９５６年２月２８日 

最終学歴 １９８０年３月  神戸大学工学部（修士）卒 

略  歴 １９８０年 ４月  株式会社クラレ入社 

２００７年 ４月  技術本部企画管理部長 

２００８年 ４月  技術本部副本部長 

２０１０年 ４月  技術部門技術本部長 

２０１２年 ４月  樹脂カンパニーポバール樹脂事業部長 

２０１２年 ６月  執行役員 

２０１３年 ４月  ビニルアセテートカンパニーポバール樹脂事業部長（現任） 

兼 ビニルアセテートカンパニー生産技術統括本部長 

２０１４年 ４月  ビニルアセテートカンパニー国際事業部長（現任） 

２０１４年 ６月  常務執行役員（現任） 
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（２）新任監査役（常勤監査役）       

氏  名 村上 敬司（むらかみ けいじ） 

生年月日 １９５０年１１月２２日 

最終学歴 １９７３年３月 関西学院大学経済学部卒 

略  歴 １９７３年 ４月  株式会社クラレ入社 

１９９５年 ６月  購買・物流本部原料部長 

２０００年 ６月  ポバール事業本部ポバール販売部長 

２００２年 ４月  ポバールカンパニー副カンパニー長 

２００５年 ４月  機能樹脂・フィルム部門エバールカンパニー長 

２００６年 ６月  執行役員 

２０１０年 ４月  樹脂カンパニー長 

２０１０年 ６月  取締役・常務執行役員 

２０１３年 ４月  ビニルアセテートカンパニー長（現任） 

２０１３年 ６月  取締役・専務執行役員（現任） 

 

 

以 上 


