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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：2018年 3月下旬株主総会開催日） 

就任予定の役位 氏名 現役位 異動内容 

― 

（専務執行役員） 

（クラレアメリカ社長就任予定） 

豊浦 仁 

（とようら ひとし） 

取締役 

常務執行役員 

退任 

 

 

２．監査役 （異動予定日：2018年 3月下旬株主総会開催日） 

就任予定の役位 氏名 現役位 異動内容 

常勤監査役 

 

山根 幸則 

（やまね ゆきのり） 

執行役員 新任 

監査役（社外監査役） 

 

永濱 光弘 

（ながはま みつひろ） 

― 新任 

― 

 

村上 敬司 

（むらかみ けいじ） 

常勤監査役 退任 

― 

 
名倉 三喜男 

（なくら みきお） 

監査役（社外監査役） 退任 

 

 

３．執行役員（取締役兼務者を除く） （異動予定日：2018年 3月下旬株主総会開催日） 

就任予定の役位 氏名 現役位 異動内容 

専務執行役員 豊浦 仁 

（とようら ひとし） 

取締役 

常務執行役員 

役位変更 

常務執行役員 マティアス グトヴァイラー 

（Matthias Gutweiler） 

執行役員 役位変更 

常務執行役員 川原 仁 

（かわはら ひとし） 

執行役員 役位変更 

常務執行役員 多賀 敬治 

（たが けいじ） 

執行役員 役位変更 

執行役員 川原 孝春 

（かわはら たかはる） 

理事 新任 
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執行役員 上山 冬雄 

（うえやま ふゆお） 

理事 新任 

執行役員 渡邊 知行 

（わたなべ ともゆき） 

理事 新任 

執行役員 山口 勝正 

（やまぐち かつまさ） 

理事 新任 

― 

（クラレアメリカ エグゼクティ

ブアドバイザー就任予定） 

ジョージ アブディ 

（George Avdey） 

執行役員 退任 

― 

（クラレエンジニアリング株式会

社社長就任予定） 

林 洋秀 

（はやし ひろひで） 

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） 

 代表取締役社長  伊藤 正明 

 代表取締役・専務執行役員  松山 貞秋 

 取締役・専務執行役員  久川 和彦 

 取締役・専務執行役員  早瀬 博章 

 取締役・常務執行役員  中山 和大 

 取締役・常務執行役員  阿部 憲一 

 取締役・常務執行役員  佐野 義正 

 取締役（社外取締役）  浜口 友一 

 取締役（社外取締役）  浜野 潤 

 

 常勤監査役  雪吉 邦夫 

◎ 常勤監査役  山根 幸則 

 監査役（社外監査役）  藤本 美枝 

 監査役（社外監査役）  岡本 吉光 

◎ 監査役（社外監査役）  永濱 光弘 

 

※ 専務執行役員  豊浦 仁 

 常務執行役員  柏村 次史 

※ 常務執行役員  マティアス グトヴァイラー 

(Matthias Gutweiler) 

※ 常務執行役員  川原 仁 

※ 常務執行役員  多賀 敬治 

 執行役員  大村 章 

 執行役員  P.スコット ベニング 

(P.Scott Bening) 

 執行役員  ステファン コックス 

(Stephen Cox) 

 執行役員  津軽 利紀 

 執行役員  高野 浩一 

 執行役員  髙井 信彦 
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 執行役員  尾松 俊宏 

 執行役員  鈴木 一 

 執行役員  中村 育雄 

 執行役員  松崎 一朗 

◎ 執行役員  川原 孝春 

◎ 執行役員  上山 冬雄 

◎ 執行役員  渡邊 知行 

◎ 執行役員  山口 勝正 
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５．新任監査役の略歴 

 

氏  名 山根 幸則（やまね ゆきのり） 

生年月日 １９５５年９月９日 

最終学歴 １９８０年 ３月  京都大学法学部卒 

略  歴 １９８０年 ４月  株式会社クラレ入社 

２００１年 ４月  経営企画室企画開発部長 

２００６年 ４月  機能樹脂・フィルムカンパニー企画管理部長 

２００９年 ４月  アクア事業推進本部副本部長 

２０１２年 ４月  アクア事業推進本部長 

２０１４年 ４月  購買・物流本部長（現任） 

２０１４年 ６月  執行役員（現任） 

 

 

氏  名 永濱 光弘（ながはま みつひろ）  ※社外監査役 

生年月日 １９５３年１０月２４日 

最終学歴 １９７６年 ３月  東京大学法学部卒 

     １９８２年 ５月  ミシガン大学ロースクール 

法学修士号（LL.M.）取得 

略  歴 １９７６年 ４月  株式会社富士銀行入行 

２００２年 ４月  株式会社みずほコーポレート銀行米州非日系営業第二部長 

２００３年 ３月  同 執行役員大手町営業第六部長 兼 大手町営業第七部長 

２００５年 ４月  同 常務執行役員営業担当役員 

２００６年 ３月  同 常務執行役員米州地域統括役員 

２０１０年 ４月  同 取締役副頭取米州地域統括役員 

２０１３年 ４月  みずほ証券株式会社取締役会長 兼 米国みずほ証券会長 

２０１５年 ４月  同 常任顧問（現職） 兼 米国みずほ証券会長 

２０１５年 ６月  アズビル株式会社 社外監査役（現職） 

 

 

 

以 上 


