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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：2019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 

常務執行役員 

川原 仁 

（かわはら ひとし） 

常務執行役員 新任 

取締役 

常務執行役員 

多賀 敬治 

（たが けいじ） 

常務執行役員 新任 

取締役（社外取締役） 

 

藤本 美枝 

（ふじもと みえ） 

監査役（社外監査役） 新任 

 

 

２．監査役 （異動予定日：2019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 

監査役（社外監査役） 

 

谷津 朋美 

（やつ ともみ） 

― 新任 

監査役（社外監査役） 

 

小松 健次 

（こまつ けんじ） 

― 新任 

― 
（当社取締役（社外取締役）就任予定） 

藤本 美枝 

（ふじもと みえ） 

監査役（社外監査役） 退任 

― 

 

岡本 吉光 

（おかもと よしみつ） 

監査役（社外監査役） 退任 

 

 

３．執行役員（取締役兼務者を除く） （異動予定日：2019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 髙井 信彦 

（たかい のぶひこ） 

執行役員 役位変更 

執行役員 スティーヴン ショット 

(Stevan Schott) 

― 新任 

執行役員 池森 洋二 

（いけもり ようじ） 

理事 新任 
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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） 

 代表取締役社長  伊藤 正明 

 代表取締役・専務執行役員  松山 貞秋 

 取締役・専務執行役員  久川 和彦 

 取締役・専務執行役員  早瀬 博章 

 取締役・常務執行役員  中山 和大 

 取締役・常務執行役員  阿部 憲一 

 取締役・常務執行役員  佐野 義正 

◎ 取締役・常務執行役員  川原 仁 

◎ 取締役・常務執行役員  多賀 敬治 

 取締役（社外取締役）  浜口 友一 

 取締役（社外取締役）  浜野 潤 

◎ 取締役（社外取締役）  藤本 美枝 

 

 常勤監査役  雪吉 邦夫 

 常勤監査役  山根 幸則 

 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 

 常務執行役員  柏村 次史 

 常務執行役員  マティアス グトヴァイラー 

(Matthias Gutweiler) 

※ 常務執行役員  髙井 信彦 

 執行役員  大村 章 

 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  津軽 利紀 

 執行役員  高野 浩一 

 執行役員  尾松 俊宏 

 執行役員  鈴木 一 

 執行役員  中村 育雄 

 執行役員  松崎 一朗 

 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  山口 勝正 

◎ 執行役員  スティーヴン ショット 

(Stevan Schott) 

◎ 執行役員  池森 洋二 
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５．新任取締役・監査役の略歴 

（１）新任取締役 

氏  名 川原 仁（かわはら ひとし） 

生年月日 １９６２年３月１２日 

最終学歴 １９８４年 ３月  早稲田大学 政治経済学部卒 

略  歴 １９８４年 ４月  株式会社クラレ入社 

２００６年 ４月  機能樹脂・フィルムカンパニーエバール事業部樹脂販売部長 

２０１０年 ４月  樹脂カンパニー企画管理部長 

２０１３年 ４月  ビニルアセテートカンパニーポバールフィルム事業部副事業部長 

２０１４年 ４月  ビニルアセテートカンパニーポバールフィルム事業部長 

２０１６年 １月  ビニルアセテートフィルムカンパニー副カンパニー長 

２０１６年 ３月  執行役員 

２０１８年 １月  ビニルアセテート樹脂カンパニー長（現任） 

２０１８年 ３月  常務執行役員（現任） 

 

氏  名 多賀 敬治（たが けいじ） 

生年月日 １９６１年１０月１６日 

最終学歴 １９８４年 ３月  京都大学 経済学部卒 

略  歴 １９８４年 ４月  株式会社クラレ入社 

２０１２年 ４月  購買・物流本部副本部長 

２０１４年 ４月  機能材料カンパニーメディカル事業部長 

２０１７年 ３月  執行役員 

２０１８年 １月  経営企画室担当（現任）、CSR本部担当（現任） 

２０１８年 ３月  常務執行役員（現任） 

２０１８年 ４月  経営企画室長（現任） 

 

氏  名 藤本 美枝（ふじもと みえ）   ※社外取締役 

生年月日 １９６７年８月１７日 

最終学歴 １９９１年 ３月  東京大学法学部卒 

２０００年 ５月  カリフォルニア大学バークレー校ロースクール 

法学修士号（LL.M.）取得 

略  歴 １９９３年 ４月  第二東京弁護士会登録 

１９９３年 ４月  新東京法律事務所（後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所 

(外国法共同事業)と統合）入所 

２００３年 １月  新東京法律事務所（後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所 

(外国法共同事業)と統合）パートナー 

２００９年 ６月  株式会社クラレ 監査役（社外監査役）（現任） 

２０１５年 ４月  ＴＭＩ総合法律事務所パートナー（現任） 

２０１５年 ６月  生化学工業株式会社監査役（現任） 

２０１６年 ６月  株式会社東京放送ホールディングス監査役（現任） 

２０１６年 ６月  株式会社ＴＢＳ監査役（現任） 
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（２）新任監査役 

氏  名 谷津 朋美（やつ ともみ）   ※社外監査役 

生年月日 １９６０年５月３０日 

最終学歴 １９８３年 ３月  髙崎経済大学経済部卒 

略  歴 １９８３年 ４月  東京エレクトロン株式会社入社 

１９８６年１０月  サンワ等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 

１９９０年 ９月  公認会計士登録 

２００１年１０月  東京弁護士会登録 

２００１年１０月  新東京法律事務所（後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所 

（外国法共同事業）と統合）入所 

２００９年 ６月  カルビー株式会社社外監査役 

２０１０年 ６月  大幸薬品株式会社社外監査役 

２０１２年 ３月  コクヨ株式会社社外監査役 

２０１５年 ３月  ヤマハ発動機株式会社社外監査役（現任） 

２０１５年 ４月  ＴＭＩ総合法律事務所パートナー（現任） 

２０１６年 ６月  ＳＭＢＣ日興証券株式会社社外取締役（現任） 

２０１７年 ６月  株式会社ＩＨＩ社外監査役（現任） 

 

 

氏  名 小松 健次（こまつ けんじ）   ※社外監査役 

生年月日 １９５３年３月２４日 

最終学歴 １９７６年 ３月  東京大学教養学部卒 

１９７８年 ３月  東京大学理学系大学院修了 

略  歴 １９７８年 ４月  三菱商事株式会社入社 

１９９６年 ２月  GE International Inc.入社 

２００５年 ７月  エコラボ株式会社（現エコラボ合同会社）代表取締役社長 

２００７年 ４月  Ecolab Inc. Senior VicePresident 

２０１０年１２月  サンデン株式会社（現サンデンホールディングス株式会社） 

専務執行役員 

２０１１年１１月  Bain Capital Asia, LLC入社 

２０１３年 ３月  株式会社ベルシステム 24 取締役兼代表執行役社長・CEO 

２０１６年 ３月  株式会社ベルシステム 24ホールディングス取締役会長 

２０１６年 ６月  株式会社コーチ・エィ顧問（現任） 

 

 

 

 

以 上 


