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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：2021年 3月下旬株主総会開催日） 

就任予定の役位 氏名 現役位 異動内容 

取締役（社外取締役） 

 

井戸 清人 

（いど きよと） 
― 新任 

― 浜口 友一 

（はまぐち ともかず） 
取締役（社外取締役） 退任 

 

【ご参考】以下代表取締役の異動（異動予定日：2021年 1月 1日）は本年 10月 28日に公表済です。 

就任予定の役位 氏名 現役位 

取締役会長 伊藤 正明 

（いとう まさあき） 

代表取締役社長 

代表取締役社長 川原  仁 

（かわはら ひとし） 

取締役 

常務執行役員 

 

２．監査役 （異動予定日：2021年 3月下旬株主総会開催日） 

就任予定の役位 氏名 現役位 異動内容 

常勤監査役 上原 直哉 

（うえはら なおや） 

執行役員 新任 

― 

（クラレトレーディング株式会社 

常勤監査役就任予定） 

山根 幸則 

（やまね ゆきのり） 

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：2021年 3月下旬株主総会開催日） 

就任予定の役位 氏名 現役位 異動内容 

常務執行役員 津軽 利紀 

（つがる としのり） 

執行役員 役位変更 

執行役員 藤原 純一 

（ふじわら じゅんいち） 

理事 新任 

― 

（倉敷中央病院 出向予定） 

中村 育雄 

（なかむら いくお） 

執行役員 退任 

― 

（倉敷国際ホテル社長就任予定） 

山口 勝正 

（やまぐち かつまさ） 

執行役員 退任 

常勤監査役 

 

上原 直哉 

（うえはら なおや） 

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） 

 取締役会長  伊藤 正明 

 代表取締役社長  川原 仁 

 代表取締役・専務執行役員  早瀬 博章 

 取締役・専務執行役員  佐野 義正 

 取締役・常務執行役員  阿部 憲一 

 取締役・常務執行役員  多賀  敬治 

 取締役・常務執行役員  マティアス グトヴァイラー 

(Matthias Gutweiler) 

 取締役・常務執行役員  髙井 信彦 

 取締役（社外取締役）  浜野 潤 

 取締役（社外取締役）  村田 啓子 

 取締役（社外取締役）  田中 聡 

◎ 取締役（社外取締役）  井戸 清人 

 

 常勤監査役  中山 和大 

◎ 常勤監査役  上原 直哉 

 監査役（社外監査役）  永濱 光弘 

 監査役（社外監査役）  谷津 朋美 

 監査役（社外監査役）  小松 健次 

 

 専務執行役員  豊浦 仁 

 専務執行役員  柏村 次史 

 常務執行役員  大村 章 

 常務執行役員  尾松 俊宏 

※ 常務執行役員  津軽 利紀 

 執行役員  P. スコット ベニング 

(P. Scott Bening) 

 執行役員  スティーヴン コックス 

(Stephen Cox) 

 執行役員  高野 浩一 

 執行役員  鈴木 一 
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 執行役員  川原 孝春 

 執行役員  上山 冬雄 

 執行役員  渡邊 知行 

 執行役員  スティーヴン R. ショット 

(Stevan R. Schott) 

 執行役員  池森 洋二 

 執行役員  藤波 智 

 執行役員  坂本 和繁 

 執行役員  大福 幸一 

◎ 執行役員  藤原 純一 

 

５．新任取締役・監査役の略歴 

（１）新任取締役 

氏  名 井戸 清人（いど きよと）   ※社外取締役 

生年月日 １９５０年 １０月３０日 

最終学歴 １９７３年 ３月  東京工業大学理学部数学科卒 

略  歴 １９７３年 ４月  大蔵省（現財務省）入省 

１９８０年 ３月  西独 フランクフルト総領事館領事 

１９８９年 ７月  米州開発銀行財務局次長 

１９９８年 ７月  大臣官房参事官（副財務官）・審議官（国際局担当） 

１９９９年 ６月  外務省在アメリカ合衆国日本国大使館公使 

２００２年 ７月  財務省大臣官房審議官（国際局担当） 

２００４年 ７月  財務省国際局長（２００６年７月退任） 

２００６年 ８月  日本銀行理事（２０１０年８月退任） 

２０１１年 ４月  株式会社国際経済研究所 副理事長（現任） 

２０１４年 ６月  日本電産 社外取締役（２０１８年６月退任） 

 

（２）新任監査役（常勤監査役） 

氏  名 上原 直哉（うえはら なおや） 

生年月日 １９５９年 １月１５日 

最終学歴 １９８２年 ３月  大阪大学経済学部卒 

略  歴 １９８２年 ４月  株式会社クラレ入社 

２００９年 ４月  経営管理部長 

２０１３年 ４月  経営企画本部副本部長 

２０１４年 ６月  クラレアメリカ GLS Div. 副ゼネラルマネージャー 

２０１８年 １月  クラレヨーロッパ副社長（現任） 

２０２０年 ３月  執行役員（現任） 

 

 

以 上 


