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2006 年 3 月 23 日 
各       位  

会  社  名  株式会社 クラレ  
代表者名  取締役社長   和久井  康明  
コード番号 3405   
上場取引所 東証・大証第一部  
問合せ先  ＩＲ・広報室長  前田  公平  

TEL．  03－6701－1070  
 

役員人事について（2006 年 6 月下旬予定） 

 

  当社は、下記の通り代表取締役および役員の異動等につき決定しましたので、お知

らせ致します。 

 

１．代表取締役の異動（異動予定日；2006 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会日） 

(1)新任代表取締役 

現役位  氏名  新役位 

常務取締役･上席執行役員  田中 隼介  代表取締役専務・上席執行役員  

 
(2)退任代表取締役 

現役位  氏名  
代表取締役会長  松尾 博人  

 
２．取締役・監査役の異動（異動予定日；2006 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会日） 

(1)取締役の役位変更 

新任代表取締役の田中 隼介を除き、役位変更はありません。 

 

 (2)新任取締役候補者 

現役位  氏名  新役位 

上席執行役員  岩脇   伸夫  常務取締役  
上席執行役員  蜷川 洋一  常務取締役・上席執行役員  
上席執行役員  伊藤 文大  常務取締役  
上席執行役員  吉村 典昭  取締役  
上席執行役員  片岡 史朗  取締役・上席執行役員  
執行役員  吉野 博明  取締役・上席執行役員  

 

 (3)退任予定取締役 

現役位  氏名  
専務取締役  櫛田 浩一  
常務取締役  藪田 勉  
常務取締役  大橋 克巳  
取締役  竹内 信亮  
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 (4)新任監査役候補者 

現 氏名  新役位 

当社常務取締役  藪田 勉  常勤監査役  
 

東京都金融広報委員会  
金融広報アドバイザー  

小野寺  弘夫  監査役  

丸和証券株式会社相談役  生野 宙孝  監査役  

 
 (5)退任予定監査役 

現 氏名  
常勤監査役  中野 達也  
監査役  柏原 一英  
監査役  小林 一郎  

 
３．執行役員の異動（異動予定日；2006 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会日） 

(1)執行役員の役位変更（新任取締役候補者を除く） 

現役位  氏名  新役位 

執行役員  澤田 献三  上席執行役員  
執行役員  富田 秀男  上席執行役員  

 

(2)新任執行役員 

現役位 氏名  新役位 

理事  橋本 克矢  執行役員  
理事  松本 光郎  執行役員  
理事  前田 公平  執行役員  
理事  相倉  外喜男  執行役員  
理事  真鍋 光昭  執行役員  
参事  川原崎  雄一  執行役員  
参事  村上 敬司  執行役員  
 ゲルド レッパー  

(Gerd Lepper) 
執行役員  

 ジャン･マリー バートン  
(Jean-Marie Baetens) 

執行役員  

 ノブヤ トミタ  
(Nobuya Tomita) 

執行役員  

 

 

(3)退任執行役員（新任取締役候補者を除く） 

現役位 氏名  
常務取締役・上席執行役員  和食 征二  
上席執行役員  冨井 敏弘  
執行役員  下田 勧嗣  
執行役員  柳田 登  
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４．全取締役・監査役・執行役員の役位 

（本年６月下旬 ◎：新任 ※：役位変更 他：再任または留任）  
    

 代表取締役社長   和久井康明  
※ 代表取締役専務・上席執行役員   田中   隼介  
 常務取締役   和食   征二  
 常務取締役・上席執行役員   浅葉   修  
◎  常務取締役   岩脇 伸夫  
◎  常務取締役・上席執行役員   蜷川  洋一  
◎  常務取締役   伊藤 文大  
◎  取締役   吉村 典昭  
◎  取締役・上席執行役員   片岡 史朗  
◎  取締役・上席執行役員   吉野 博明  

 
 監査役（常勤）   松澤   晰  
◎ 監査役（常勤）   藪田   勉  
 監査役（非常勤）   北川   俊光  
◎ 監査役（非常勤）   小野寺 弘夫  
◎ 監査役（非常勤）   生野 宙孝  

 
※ 上席執行役員  澤田 献三 

※ 上席執行役員  富田 秀男 

 執行役員  坂井  俊英 

 執行役員  五反田  進 

◎  執行役員  橋本 克矢 

◎  執行役員   松本 光郎 

◎  執行役員   前田 公平 

◎  執行役員   相倉  外喜男  

◎  執行役員  真鍋 光昭  

◎  執行役員  川原崎  雄一  

◎  執行役員   村上 敬司  

◎  執行役員   ゲルド レッパー  
(Gerd Lepper) 

◎  執行役員   ジャン･マリー バートン  
(Jean-Marie Baetens) 

◎  執行役員   ノブヤ トミタ  
(Nobuya Tomita) 
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５．新任代表取締役略歴 

氏  名 田中 隼介（たなか じゅんすけ） 

生年月日 １９４４年 ９月１７日 

最終学歴 １９６９年 ３月 大阪大学基礎工学部（修士）卒 

略  歴 １９６９年 ４月 当社入社 

１９９０年 ６月 化学品第一事業本部ＰＥプロジェクトグループ長 

１９９５年 ６月 経営管理室企画部長 

１９９６年 ６月 化学品第一事業部門業務管理室長 

１９９９年 ６月 エバール事業本部長 

２０００年 ６月 取締役 

２００３年 ４月 ポバールカンパニー担当、エバールカンパニー担当 

２００３年 ６月 常務取締役 

２００４年 ４月 ポバールカンパニー担当、エバールカンパニー担当、 

         メタアクリルカンパニー担当 

２００５年 ４月 機能樹脂・フィルム部門担当（現任） 

２００５年 ６月 常務取締役・上席執行役員（現任）  
 
 
 
６．新任取締役候補者略歴  
氏  名 岩脇 伸夫（いわわき のぶお） 

生年月日 １９４８年 ３月１８日 

最終学歴 １９７０年 ３月 大阪市立大学経済学部卒 

略  歴 １９７０年 ４月 当社入社 

１９９２年 ６月 総務本部総務部長 

２０００年 ６月 経営企画室次長 

２００２年 ４月 経営統括本部長補佐 

２００３年 ４月 経営統括本部長（現任） 

２００３年 ６月 上席執行役員（現任）  
 
 
 
氏  名 蜷川 洋一（にながわ よういち） 

生年月日 １９４６年 ７月２０日 

最終学歴 １９７１年 ３月 東京大学理学部卒 

略  歴 １９７１年 ４月 当社入社 

１９９７年 ６月 医薬・ファインケミカル事業推進チーム開発部長 

２０００年 ６月 ファインケミカル事業本部副本部長 

２００１年 ４月 ファインケミカル事業部長 

２００２年 ４月 化学品カンパニー長 

２００３年 ６月 執行役員 

２００４年 ６月 上席執行役員（現任） 

２００５年 ４月 化学品・メディカル部門化学品カンパニー長（現任） 
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氏  名 伊藤 文大（いとう ふみお）  
生年月日 １９４７年 ８月２日 

最終学歴 １９７１年 ３月 東京大学経済学部卒 

略  歴 １９７１年 ４月 当社入社 

１９９４年 ６月 人事室労務部長 

１９９９年 ６月 人事部長 

２００３年 ６月 執行役員 

２００４年 ４月 購買・物流本部長（現任） 

２００４年 ６月 上席執行役員（現任） 

 
 
 
氏  名 吉村 典昭（よしむら のりあき） 

生年月日 １９４４年 ７月１２日 

最終学歴 １９７３年 ３月 大阪大学基礎工学部（博士）卒 

略  歴 １９７３年 ４月 当社入社 

１９９１年 ６月 中央研究所第一研究室長 

１９９７年 ６月 研究開発本部くらしき研究所長 

２０００年 ６月 研究開発本部長 

２００２年 ４月 研究・事業開発本部長 

２００２年 ６月 取締役 

２００３年 ６月 上席執行役員（現任） 

２００５年 ４月 新事業開発本部長（現任） 

 

 

 

氏  名 片岡 史朗（かたおか しろう） 

生年月日 １９４８年１０月１６日 

最終学歴 １９７１年 ３月 大阪大学法学部卒 

略  歴 １９７３年 ４月 当社入社 

１９９４年 ６月 化学品第一事業部門業務管理部長 

１９９５年 ６月 経営管理室管理部長 

１９９８年 ６月 繊維事業部門業務管理室長 

１９９９年 ６月 クラレトレーディング㈱経営企画部長 

２００２年 ６月 購買・物流本部長 

２００３年 ６月 執行役員 

２００４年 ４月 ポバールカンパニー長 

２００４年 ６月 上席執行役員（現任） 

２００５年 ４月 機能樹脂・フィルム部門ポバール樹脂カンパニー長（現任） 
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氏  名 吉野 博明（よしの ひろあき） 

生年月日 １９４６年 ９月 ９日 

最終学歴 １９７０年 ３月 早稲田大学法学部卒 

略  歴 １９７０年 ４月 当社入社 

１９９４年 ４月 クラレケミカル㈱営業本部販売第一部長 

１９９６年 ７月 クラレケミカル㈱活性炭事業本部業務管理部長 

１９９８年 ６月 東京事業所広報部長 

２００１年 ４月 ＩＲ・広報室長 

２００３年 ４月 オプトカンパニー長 

２００３年 ６月 執行役員（現任） 

２００４年 ４月 クラレアメリカ社長（現任） 

 

７．新任監査役候補者略歴  
氏  名 藪田 勉（やぶた つとむ） 

生年月日 １９４１年 ８月２３日 

最終学歴 １９６５年 ３月 早稲田大学政治経済学部卒 

略  歴 １９６５年 ４月 当社入社 

１９９７年 ６月 当社取締役 

２０００年 ６月 当社常務取締役（現任） 

 

氏  名 小野寺 弘夫（おのでら ひろお） 

生年月日 １９４０年 ７月１２日 

最終学歴 １９６３年 ３月 東北大学経済学部卒 

略  歴 １９６３年 ４月 日本銀行入行 

１９９０年１１月 同行 仙台支店長 

１９９２年 ６月 同行 退職 

１９９２年 ６月 わかもと製薬株式会社 専務取締役 

２０００年 ６月 信栄株式会社 取締役社長 

２００１年１０月 東京都金融広報委員会 金融広報アドバイザー（現任） 

２００４年 ６月 信栄株式会社 非常勤顧問 

２００５年 ２月 同社 非常勤顧問退任 

 

氏  名 生野 宙孝（いくの ひろたか） 

生年月日 １９４１年 ６月２０日 

最終学歴 １９６４年 ３月 京都大学法学部卒 

略  歴 １９６４年 ４月 株式会社日本興業銀行入行 

１９９０年 ６月 同行 営業第五部長 

１９９２年 ６月 同行 取締役 

１９９２年１２月 同行 証券部長 

１９９４年 ６月 同行 取締役退任 

         丸和証券株式会社 取締役副社長 

１９９５年 ６月 同社 取締役社長 

２００３年 ６月 同社 会長 

２００４年 ６月 同社 常勤相談役（現任）  
以 上  
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（ご参考）役員人事異動のまとめ（役職は主たるもののみを記載）  
氏名  現  

役位及び役職  
４月１日付  

役位及び役職  
６月下旬予定  
役位及び役職  

６月下旬  
役位異動内容  

松尾 博人  代表取締役会長  同左  相談役  代表取締役退任予定  
和久井 康明  代表取締役社長  同左  同左  再任予定  
櫛田 浩一  専務取締役  

新事業開発本部担当 

・ ＣＳＲ室担当 

・ ジェネスタ事業部担当  

同左  
社長補佐  

常勤顧問  取締役退任予定  

藪田 勉  常務取締役  
経営統括本部担当 

・ ＩＲ・広報室担当 

・ 経理・財務本部担当 

・ 総務・人事本部担当 

・ クラレビジネスサービス 

株式会社担当  

同左  
社長補佐  

常勤監査役  取締役退任予定  
常勤監査役就任予定  

大橋 克巳  常務取締役  
業務改革推進チーム担当 

・ 購買・物流本部担当  

同左  
社長補佐  

顧問  取締役退任予定  
 

田中 隼介  常務取締役・上席執行役員  
機能樹脂・フィルム部門担当   

同左  
機能樹脂・フィルムカンパ 

ニー長   

代表取締役専務・上席執行役員  
  同左  

代表取締役就任予定  
専務へ昇任予定  

和食 征二  常務取締役・上席執行役員  
化学品・メディカル部門担当   

同左  
環境安全・技術本部担当  

・ 事業所担当 

・ クラレメディカル 

株式会社担当  

常務取締役  
  同左  

執行役員退任予定  
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氏名  現  
役位及び役職  

４月１日付  
役位及び役職  

６月下旬予定  
役位及び役職  

６月下旬  
役位異動内容  

浅葉 修  常務取締役・上席執行役員  
繊維部門担当   

同左  
繊維カンパニー長  

・ クラレファスニング 

株式会社担当 

・ クラレクラフレックス 

株式会社担当  

同左  
  同左  

再任予定  

竹内 信亮  取締役  
技術本部担当  

・ 事業所担当  

同左  
クラレテクノ株式会社 

社長補佐  

 
  クラレテクノ株式会社  

副社長  

取締役退任予定  

松澤   晰  常勤監査役  同左  同左  留任予定  
中野 達也  常勤監査役  同左   常勤監査役退任予定  
柏原 一英  監査役  同左   監査役退任予定  
小林 一郎  監査役  同左   監査役退任予定  
北川 俊光  監査役  同左  同左  留任予定  
小野寺 弘夫    監査役  監査役就任予定  
生野 宙孝    監査役  監査役就任予定  
吉村 典昭  上席執行役員  

新事業開発本部長   
同左  

新事業開発本部担当   
取締役  
  同左  

取締役就任予定  

岩脇 伸夫  上席執行役員  
経営統括本部長   

同左  
内部統制整備チーム担当  

・ 海外事業統括室担当 

・ 経理・財務本部担当 

・ 総務・人事本部担当 

・ クラレビジネスサービス 

株式会社担当  

常務取締役  
  同左  

取締役就任予定  

冨井 敏弘  上席執行役員  
機能樹脂・フィルム部門 

メタアクリルカンパニー長 

 

  

同左  
化成品カンパニー長付  

 執行役員退任予定  
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氏名  現  
役位及び役職  

４月１日付  
役位及び役職  

６月下旬予定  
役位及び役職  

６月下旬  
役位異動内容  

蜷川 洋一  上席執行役員  
化学品・メディカル部門 

化学品カンパニー長   

同左  
化成品カンパニー長   

常務取締役・上席執行役員  
  同左  

取締役就任予定  

伊藤 文大  上席執行役員  
購買・物流本部長   

同左  
経営統括本部担当  

・ ＣＳＲ・ＩＲ広報室担当 

・ 購買・物流本部担当  

常務取締役  
  同左  

取締役就任予定  

片岡 史朗  上席執行役員  
機能樹脂・フィルム部門 

ポバール樹脂カンパニー長   

同左  
機能樹脂 

・フィルムカンパニー        

ポバール樹脂事業部長   

取締役・上席執行役員  
  同左  

取締役就任予定  

下田 勧嗣  執行役員  
ジェネスタ事業部長  

同左  
株式会社テクノソフト 

社長補佐  

 
株式会社テクノソフト社長  

執行役員退任予定  

吉野 博明  執行役員  
クラレアメリカ社長  

同左  
ＣＳＲ・ＩＲ広報室長   

取締役・上席執行役員  
  同左  

取締役就任予定  
上席執行役員昇任予定  

坂井 俊英  執行役員  
岡山事業所長  

同左  
  同左  

同左  
  同左  

再任予定  

五反田 進  執行役員  
新潟事業所長  

同左  
  同左  

同左  
  同左  

再任予定  

柳田 登  執行役員  
機能樹脂・フィルム部門 

担当補佐   

同左  
機能樹脂・フィルム 

カンパニー長付   

 
セプトンカンパニーオブ  
アメリカ社長  

執行役員退任予定  

澤田 献三  執行役員  
クラレスペシャリティーズ 

ヨーロッパ副社長  

同左  
海外事業統括室長  

上席執行役員  
  同左  

上席執行役員昇任予定  

富田 秀男  執行役員  
総務・人事本部長 

 

  

同左  
  同左  

上席執行役員  
  同左  

上席執行役員昇任予定  
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氏名  現  
役位及び役職  

４月１日付  
役位及び役職  

６月下旬予定  
役位及び役職  

６月下旬  
役位異動内容  

橋本 克矢  理事  
繊維部門 

クラリーノカンパニー長   

同左  
繊維カンパニー 

クラリーノ事業部長   

執行役員  
  同左  

執行役員就任予定  

松本 光郎  理事  
新事業開発本部副本部長   

同左  
新事業開発本部長   

執行役員  
  同左  

執行役員就任予定  

前田 公平  理事  
ＩＲ・広報室長   

同左  
業務監査室長   

執行役員  
  同左  

執行役員就任予定  

相倉 外喜男  理事  
機能樹脂・フィルム部門 

メタアクリルカンパニー 

副カンパニー長  

同左  
化成品カンパニー 

メタアクリル事業部長  

執行役員  
  同左  

執行役員就任予定  

真鍋 光昭  理事  
経理・財務本部長  

同左  
  同左  

執行役員  
  同左  

執行役員就任予定  

川原崎 雄一  参事  
経営統括本部副本部長  

同左  
経営統括本部長  

執行役員  
  同左  

執行役員就任予定  

村上 敬司  参事  
機能樹脂・フィルム部門 

エバールカンパニー長  

同左  
機能樹脂・フィルム 

カンパニー 

エバール事業部長  

執行役員  
  同左  

執行役員就任予定  

ゲルド レッパー  
(Gerd Lepper) 

 
クラレスペシャリティーズ 

ヨーロッパ社長  

 
  同左  

執行役員  
  同左  

執行役員就任予定  

ジ ャ ン ･ マ リ ー

バートン  
(Jean-Marie 
Baetens) 

 
エバールヨーロッパ社長  

 
  同左  

執行役員  
  同左  

執行役員就任予定  

ノブヤ トミタ  
(Nobuya Tomita) 

 
エバールカンパニーオブ 

アメリカ社長  

 
  同左  

執行役員  
  同左  

執行役員就任予定  

 


