
 

 

 

 

 

 

平成 23 年２月 14 日 

兵庫県神戸市中央区脇浜町三丁目６番９号 

ＳＲＩスポーツ株式会社 

代表取締役社長 馬場 宏之 

(コード番号：7825 東証第一部) 

問い合わせ先 広報部長 山田 照郷 

TEL 03－6863-2932 

代表取締役の異動に関するお知らせ 

当社は平成 23 年 2 月 14 日開催の取締役会において、以下の通り代表取締役の異動を内定しまし

たので、お知らせいたします。 

なお本異動は、平成 23 年３月 24 日開催予定の定時株主総会および株主総会終了後に開催される

取締役会において正式に決定する予定です。 

記 

 当社は成長戦略上の重要な課題として、差別化された高機能の商品をお客様にご提供するととも

に、ブランド価値の向上と海外での事業拡大に取り組んでおり、「ゼクシオ」「スリクソン」ブラ

ンドでの展開を進めてまいりました。2007 年には米国クリーブランド社を買収し、世界的な販路整

備を進めるなど海外展開を加速しております。 

今回、市場環境が大きく変動する中で、国内の事業基盤をより強固なものとし、海外事業をさら

に強化・発展させるため、新しい代表取締役を選任し、グローバルなスポーツ用品企業としての地

位確立に取り組む体制といたします。 

１．異動の内容 

（１）代表取締役の異動(平成 23 年 3 月 24 日以降) 

 

 

 

 

 

※野尻恭は３月 23 日をもって、住友ゴム工業㈱の取締役をする辞任する予定です。 

 

（２）代表取締役の退任(平成 23 年 3 月 24 日以降) 

氏名 新役職名 旧役職名 

澤田
さ わ だ

 良知
りょうち

 相談役 代表取締役 取締役会長 

 

 

 

 

 

氏名 新役職名 旧役職名 

馬場
ば ん ば

 宏之
ひろゆき

 代表取締役 取締役会長 代表取締役社長 

野尻
の じ り

 恭
やすし

 代表取締役社長 住友ゴム工業㈱ 取締役常務執行役員 

木滑
きなめり

 和生
か ず お

 代表取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 

各  位 



 

 

 

２. 新任代表取締役の略歴 

  野尻 恭 (のじり やすし)  

生年月日： 1954 年(昭和 29 年)10 月 20 日生 （56 歳） 

出 身 地： 山口県 

最終学歴： 東京工業大学 工学部卒 

略  歴： 1977 年(昭和 52 年)４月  住友ゴム工業㈱入社 

2000 年(平成 12 年)１月  同社工務部長 

2003 年(平成 15 年)１月  同社総合企画部長 

2003 年(平成 15 年)３月  同社執行役員 

2003 年(平成 15 年)７月 同社執行役員(経営企画部長) 

2004 年(平成 16 年)３月 同社執行役員(経営企画部長 兼 NP･NB 事業部長) 

2004 年(平成 16 年)７月  同社執行役員 SRI エンジニアリング㈱代表取締役社長 

                    兼 NP･NB 事業部長 

2006 年(平成 18 年)３月  同社執行役員 住友橡膠(常熟)有限公司総経理  

兼 住友橡膠(蘇州)有限公司総経理 

2007 年(平成 19 年)３月  同社常務執行役員 住友橡膠(常熟)有限公司総経理  

兼 住友橡膠(蘇州)有限公司総経理 

2008 年(平成 20 年)３月  同社取締役常務執行役員 

住友橡膠(常熟)有限公司董事長 兼 総経理  

住友橡膠(蘇州)有限公司董事長 兼 総経理 

2011 年(平成 23 年)１月 同社取締役常務執行役員（現任） 

  

木滑 和生（きなめり かずお） 

生年月日： 1956 年(昭和 31 年)８月 15 日生 （54 歳） 

出 身 地： 大阪府 

最終学歴： 大阪市立大学 商学部卒 

略  歴： 1979 年(昭和 54 年)４月  住友ゴム工業㈱入社 

1999 年(平成 11 年)３月  ㈱ダンロップスポーツエンタープライズ常務取締役 

2001 年(平成 13 年)１月  住友ゴム工業㈱ スポーツ管理部長 

2003 年(平成 15 年)７月  当社取締役(業務部長) 

2004 年(平成 16 年)７月  当社取締役執行役員(経営企画部長) 

2007 年(平成 19 年)３月  当社取締役常務執行役員(経営企画部長)（現任） 

３. 就任予定日 

平成 23 年３月 24 日 

 



 

 

 

【ご参考】 

新役員体制（平成 23 年３月 24 日以降） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

以 上  

代表取締役取締役会長 馬場 宏之 

代表取締役社長 野尻 恭 

代表取締役専務執行役員 木滑 和生 

取締役常務執行役員 水野 隆生 

取締役常務執行役員 佐野 英起 

取締役常務執行役員 Greg Hopkins (グレッグ ホプキンス)

取締役執行役員 山口 哲男 

執行役員 戎野 正洋 

執行役員 田中 誠三 

執行役員 三村 修平 

執行役員 大西 章夫 


