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平成２０年５月１２日 

各  位 
 
 
 
 
 
 
 
 

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ 
 
当社は平成 20年 5月 12日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員
の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は平成 20年 6月
26日開催予定の定時株主総会ならびに総会終了後の取締役会において決定する予定です。 

 
記 

 
１．代表取締役の異動 

（１）異動の理由 
任期満了に伴う経営体制の変更のため 

（２）新任代表取締役の氏名および略歴 
氏 名  児玉 和（こだま のどか） 
新役職名 代表取締役 常務取締役 
出身地  鹿児島県いちき串木野市 
最終学歴 大阪府立大学 経済学部卒業 
生年月日 昭和 23年 11月 23日 
現住所  兵庫県西宮市 
略  歴  昭和 47 年 4 月 当社入社 
     平成 17 年 6 月 当社執行役員 ビジネスセンター長兼 CFO兼 CMAO 

兼 CHO代理 
     平成 18 年 6 月 当社取締役兼執行役員 経営戦略部長兼人財開発部長 

兼 CFO兼 CMAO兼 CHO代理 
     平成 19年 7月 当社取締役兼執行役員 経営戦略部長兼 CFO兼 CMAO（現在） 

（３）退任代表取締役の氏名および役職 

代表取締役会長、CEO 小谷 茂雄（こだに しげお） （当社相談役に就任予定） 

（４）就任予定日  平成 20 年 6 月 26 日 

 

 

 

 

上場会社名   グ ン ゼ 株 式 会 社          
代 表 者 名        取締役社長        平 田      弘 
コード番号   ３００２  
本社所在地   大阪市北区梅田１丁目８番１７号 
問合わせ先   広報ＩＲ室長   横 山   渉        
Ｔ Ｅ Ｌ   （０６）―６３４８－１３１４ 
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２．役員の異動  
 
（１） 新任取締役候補 

金井 博芳 （現 執行役員 レディス＆レッグカンパニー長兼レッグ事業本部長） 
藤田 博  （現 執行役員 メンズ＆キッズカンパニー長） 
鈴木 昌和 （現 執行役員 研究開発センター長） 
服部 和徳 （現 執行役員 プラスチックカンパニー長） 

 
（２）昇任予定取締役 

代表取締役 常務取締役 
児玉 和 （現 取締役兼執行役員 経営戦略部長兼 CFO兼 CMAO） 

常務取締役   忰山 滋 （現 取締役兼執行役員 電子部品事業部長） 
常務取締役   丹原 英夫（現 取締役兼執行役員 エンプラ事業部長） 

 
（３）退任予定取締役 

代表取締役会長 小谷 茂雄 （相談役に就任予定） 
専務取締役   柴本 博司 
常務取締役   柳  義宜 
取締役     森山平三郎 （執行役員は継続） 
 

３．就任予定日 
平成２０年６月２６日 

 
４．平成２０年６月２６日以降の取締役体制について 

別紙の通り 
 

以上 
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（別紙）平成２０年６月２６日以降の取締役体制 
氏    名 新    職 現    職 

平田    弘 代表取締役社長兼社長執行役員 
（CEO兼 COO） 

代表取締役社長兼社長執行役員 
（COO） 

児玉  和 
代表取締役常務取締役兼常務執行役員
（経営戦略部長兼東京支社長 
兼 CFO兼 CMAO兼 CHO） 

取締役兼執行役員 
（経営戦略部長兼 CFO兼 CMAO） 

忰山  滋 常務取締役兼常務執行役員 
（電子部品事業部長兼 CCSRO） 

取締役兼執行役員 
（電子部品事業部長） 

丹原 英夫 常務取締役兼常務執行役員 
（エンプラ事業部長兼 CRO） 

取締役兼執行役員 
（エンプラ事業部長） 

鈴木  正隆 取締役 取締役 
上野 祐子 取締役 取締役 

金井 博芳 
取締役兼執行役員 
（レディス＆レッグカンパニー長 
 兼レッグ事業本部長兼 CCO） 

執行役員 
（レディス＆レッグカンパニー長 
 兼レッグ事業本部長） 

藤田  博 
取締役兼執行役員 
（メンズ＆キッズカンパニー長兼

CLO） 

執行役員 
（メンズ＆キッズカンパニー長） 

鈴木 昌和 取締役兼執行役員 
（研究開発センター長） 

執行役員 
（研究開発センター長） 

服部 和徳 取締役兼執行役員 
（プラスチックカンパニー長） 

執行役員 
（プラスチックカンパニー長） 

（注１）アンダーラインは異動部分 
 
（参考）平成２０年５月１２日現在の執行役員（平成２０年６月２６日以降の取締役兼務を除く） 
氏    名 役    職 
高橋 俊彦 執行役員（繊維資材事業部長） 

熊木  昭 執行役員（ＳＯＺ事業本部長） 

森山平三郎 執行役員（技術開発部長兼 CTO兼 CIO兼 CCO）※6月 26日 CCO解職予定

福田 義昭 執行役員（マーケティング部長兼 CMO） 
浜村  眞 執行役員（グンゼ開発㈱社長） 
四方 仁史 執行役員（東日本支社長） 
鵜家 邦良 執行役員（エンプラ事業部次長兼江南工場長） 
小澤 七洋 執行役員（メンズ＆キッズカンパニー次長） 

 
(注２) ＣＥＯ     Chief Executive Officer（最高経営責任者） 

ＣＯＯ     Chief Operating Officer（最高執行責任者） 
ＣＦＯ   Chief Financial Officer（財務担当） 
ＣＭＡＯ  Chief Management & Accounting Officer（経営･管理担当） 
ＣＨＯ   Chief Human-Resources Officer（人事担当） 
ＣＣＳＲＯ Chief CSR Officer（ＣＳＲ担当） 
ＣＲＯ   Chief Research and Development Officer（研究開発担当） 
ＣＣＯ   Chief Compliance Officer（コンプライアンス担当） 
ＣＬＯ   Chief Logistics Officer（物流担当） 
ＣＴＯ   Chief Technical Officer（技術担当） 
ＣＩＯ   Chief Information Officer（情報担当） 
ＣＭＯ   Chief Marketing Officer（マーケティング担当） 


