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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：本年 6 月株主総会開催日） 

就任予定の役位 氏名 現役位 異動内容 

取締役 

専務執行役員 

片岡 史朗 

（かたおか しろう） 

取締役 

常務執行役員 

（執行役員 

役位変更）

取締役 

常務執行役員 

村上  敬司 

（むらかみ けいじ） 

執行役員 新任 

 

取締役 

常務執行役員 

天雲 一裕 

（てんくも かずひろ） 

執行役員 新任 

取締役 

常務執行役員 

山本 恭寛 

（やまもと やすひろ） 

執行役員 新任 

取締役 

執行役員 

山下 節生 

（やました せつお） 

執行役員 新任 

－ 

（クラレトレーディング株式

会社 社長就任予定） 

吉野 博明 

（よしの ひろあき） 

取締役 

常務執行役員 

退任 

－ 

（クラレテクノ株式会社   

社長就任予定） 

坂井 俊英 

（さかい としひで） 

取締役 

常務執行役員 

退任 

－ 

（当社常勤顧問就任予定） 

澤田 献三 

（さわだ けんぞう） 

取締役 

常務執行役員 

退任 

 
 
 
２．監査役    

本年は異動の予定はございません。 
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３．執行役員（取締役兼務者を除く） （異動予定日：本年6月株主総会開催日） 
就任予定の役位 氏名 現役位 異動内容 

常務執行役員 川原崎 雄一 

（かわらさき ゆういち）

執行役員 役位変更 

執行役員 

 

綾  友幸 

（あや ともゆき） 

理事 新任 

執行役員 

 

雪吉 邦夫 

（ゆきよし くにお） 

理事 新任 

執行役員 

 

藤井 信雄 

（ふじい のぶお） 

理事 新任 

執行役員 

 

小野寺 正憲 

（おのでら まさのり） 

理事 新任 

執行役員 

 

松山 貞秋 

（まつやま さだあき） 

理事 新任 

－ 

 

大﨑 隆義 

（おおさき たかよし） 

常務執行役員 退任 

－ 

 

橋本 克矢 

（はしもと かつや） 

執行役員 退任 

－ 

 

ノブヤ トミタ 

（Nobuya Tomita） 

執行役員 退任 

－ 

（クラレケミカル株式会社 

常務取締役就任予定） 

赤木 孝夫 

（あかぎ たかお） 

執行役員 退任 

  （異動予定日：2010 年 3 月 31 日） 

就任予定の役位 氏名 現役位 異動内容 

－ ジャン･マリー バートン 

(Jean-Marie Baetens) 

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） 
  代表取締役会長  和久井 康明 
 代表取締役社長  伊藤 文大 
 取締役・専務執行役員  蜷川  洋一 
※ 取締役・専務執行役員  片岡 史朗 
◎ 取締役・常務執行役員  村上  敬司 
◎ 取締役・常務執行役員  天雲 一裕 
◎ 取締役・常務執行役員  山本 恭寛 
◎ 取締役・執行役員  山下 節生 
 取締役（社外取締役）  青本 健作 
 取締役（社外取締役）  塩谷 隆英 

 
 常勤監査役  田中 隼介 
 常勤監査役  久次米 忠彦 
 監査役（社外監査役）  小野寺 弘夫 
 監査役（社外監査役）  山田 洋暉 
 監査役（社外監査役）  藤本 美枝 
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 常務執行役員  真鍋 光昭 

※ 常務執行役員  川原崎 雄一 
 執行役員  柳田 登 
 執行役員  前田 公平 

 執行役員  竹村 眞三 
 執行役員  長友 紀次 
 執行役員  福盛 孝明 
 執行役員  マティアス グトヴァイラー 

(Matthias Gutweiler) 
 執行役員  山田 修 
 執行役員  武本 修一 
◎ 執行役員  綾  友幸 
◎ 執行役員  雪吉 邦夫 
◎ 執行役員  藤井 信雄 
◎ 執行役員  小野寺 正憲 
◎ 執行役員  松山 貞秋 

 
 
 
５．新任取締役の略歴 
氏  名 村上 敬司（むらかみ けいじ）   

生年月日 １９５０年１１月２２日 

最終学歴 １９７３年 ３月 関西学院大学経済学部卒 

略  歴 １９７３年 ４月 当社入社 
１９９５年 ６月 購買・物流本部原料部長 
２００２年 ４月 ポバールカンパニー副カンパニー長 
２００５年 ４月 機能樹脂・フィルム部門エバールカンパニー長 
２００６年 ４月 機能樹脂・フィルムカンパニーエバール事業部長（現任） 
２００６年 ６月 執行役員（現任） 

 
 
氏  名 天雲 一裕（てんくも かずひろ）   

生年月日 １９５１年 ９月３日 
最終学歴 １９７４年 ３月 香川大学経済学部卒 

略  歴 １９７４年 ４月 当社入社 
１９９７年 ６月 産業資材事業本部東京産資販売部長 
２００３年 ４月 生活資材カンパニー副カンパニー長 
２００６年 ４月 繊維カンパニー繊維資材事業部長（現任） 
２００７年 ６月 執行役員（現任） 
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氏  名 山本 恭寛（やまもと やすひろ）   

生年月日 １９４９年 ２月４日 

最終学歴 １９７２年 ３月 一橋大学法学部卒 
略  歴 １９７２年 ４月 当社入社 

１９９７年 ６月 イソプレンケミカル事業本部化学品販売部長 
２００３年 ４月 化学品カンパニー副カンパニー長 
２００５年 ４月 化学品・メディカル部門化学品カンパニー化学品事業部長 
２００７年 ６月 執行役員（現任） 
２００８年 ４月 化成品・メディカルカンパニーメタアクリル事業部長（現任） 

 
 
氏  名 山下 節生（やました せつお）   

生年月日 １９５０年 ２月３日 

最終学歴 １９７５年 ３月 九州大学工学部卒（修士） 
略  歴 １９７５年 ４月 当社入社 

１９９８年１０月 新規事業開発本部新規樹脂事業推進部長 
２００４年 ４月 環境・技術本部技術開発センター長 
２００８年 １月  倉敷事業所副事業所長 
２００８年 ４月 倉敷事業所長（現任） 
２００９年 ６月 執行役員（現任） 

                                                              

  以 上 
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