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役員の異動に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り役員の異動を内定しましたのでお知らせ致しま

す。 

なお、本件は６月２７日開催予定の定時株主総会とその後の取締役会で正式に決定されることにな

ります。 

                     記 

１．取締役の異動 
 （１）代表取締役の異動 
       な  し  
 （２）重任取締役候補者 
       代表取締役社長        齊藤 圭史郎 （現 代表取締役社長） 
       代表取締役副社長兼執行役員  国原 惇一郎 （現 代表取締役専務取締役 

兼執行役員）  
       常務取締役兼執行役員     坂田 年男  （現 常務取締役兼執行役員） 
       常務取締役兼執行役員     山崎 修二  （現 常務取締役兼執行役員） 
       取締役兼執行役員       柳瀬 制二  （現 取締役兼執行役員） 
 （３）新任取締役候補者  
       取締役兼執行役員       竹中 慎一  （現 執行役員）  
 （４）役付の変更 
       代表取締役副社長       国原 惇一郎 （現 代表取締役専務取締役 

兼執行役員） 
（５）退任予定取締役  

       吉野 公之 
 
２．補欠監査役の異動 
    補欠監査役候補者（重任）      川井 剛 （現 東レ株式会社関連業務部主任部員 
                             兼 安全保障貿易管理部主任部員） 
 
３．執行役員の異動 
 （１）重任執行役員候補者 
       国原 惇一郎 
        坂田 年男 



        山崎 修二 
       柳瀬 制二 
        竹中 慎一 
       井上 邦久 
       小島 昇 
       伊勢田 長生   

（２）新任執行役員候補者 
        齋藤 篤     （現 化工原料部長） 
        初谷 雅行    （現 主計部長） 
        山下 幸雄    （現 繊維素材担当補佐） 
 （３）退任予定執行役員 
        赤井 訓兒    （当社専任理事に就任予定） 
        倉片 正       
   
４．役員の一覧（6 月 27 日の株主総会、取締役会及び監査役会終了時点の予定） 
    代表取締役社長      齊藤 圭史郎 
    代表取締役副社長 

兼執行役員     国原 惇一郎（経営全般補佐 経営会議議長） 

    常務取締役兼執行役員   坂田 年男 （繊維素材担当 兼 繊維素材業務企画部担当） 

    常務取締役兼執行役員   山崎 修二 （化学品・機械・電子機器材担当 

兼 化学品・機械業務企画部担当） 

    取締役兼執行役員     柳瀬 制二 （総務部、物流部担当 

                         兼 貿易管理室、薬事総合管理室担当） 

    取締役兼執行役員     竹中 慎一 （繊維製品担当 兼、繊維製品業務企画部担当）  

    執行役員         井上 邦久 （化学品・機械・電子機器材副担当 

                          （ライフサイエンス・機械）） 

    執行役員         小島 昇  （化学品・機械・電子機器材副担当 

                          （ウレタン原料・有機原料）） 

    執行役員         伊勢田 長生（繊維素材副担当（繊維原料・資材・ニット素材） 

                           兼、ニット素材部長 兼、北陸支店長）） 

    執行役員         齋藤 篤  （化学品・機械・電子機器材副担当（化工原料） 

                           兼、化工原料部長） 

    執行役員         初谷 雅行 （主計部担当 兼 主計部長） 

    執行役員         山下 幸雄 （繊維製品副担当 

                         （アパレル第３・インナーウェア・衣料資材）） 

    常勤監査役        藤田 尚 

    常勤監査役        仲  俊明 

    監査役          内田 章  （社外監査役） 

    監査役          枡田 章吾 （社外監査役） 

    

            

                                     以 上 



ご参考：新任執行役員の略歴 
 
  齋 藤  篤  （さいとう あつし） 

    昭和２６年 ７月１０日生 

 

    昭和４９年 ３月  神奈川大学 経済学部卒業 

    昭和４９年 ４月  蝶理株式会社入社 

昭和５７年 ９月  ジャカルタ駐在員事務所 

    平成 ２年 ５月  タイ蝶理出向 

    平成 ７年 ８月  化成品第２部第３課長 

    平成１２年１０月  化工原料ＢＵゼネラルマネージャー 

    平成１５年１０月  化工原料部長    （現在） 

 

  初 谷  雅 行  （はつや まさゆき） 

    昭和２６年 ９月２０日生 

 

    昭和４９年 ３月  早稲田大学 政経学部卒業 

    昭和４９年 ４月  蝶理株式会社入社 

    平成 ３年 ４月  東京審査部関連事業グループ主管 

    平成 ９年 ７月  株式会社ベネカ取締役 出向 

    平成１４年 ４月  事業開発室長代行 兼、海外協力室ゼネラルマネージャー 

    平成１５年 ７月  アパレル業務企画部長 

    平成２０年 １月  主計部長      （現在） 

 

 

山 下  幸 雄  （やました ゆきお）  

  昭和２７年１０月２０日生 

 

  昭和５０年 ３月  同志社大学経済学部卒業 

  昭和５０年 ４月  蝶理株式会社入社 

  平成１０年 ４月  アパレル事業開発部第２課統轄 

  平成１４年 ７月  大阪アパレル第２ＢＵゼネラルマネージャー 

  平成１７年 ４月  蝶理（上海）有限公司総経理 出向 

  平成１８年１０月  蝶理（中国）商業有限公司総経理 出向 

  平成１９年 ４月  繊維素材担当補佐   （現在） 

 
 


