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2018年 10月 31日 

各   位 
             会社名         株式会社ＬＩＸＩＬグループ 

                                             代表者名        代表執行役社長   瀬戸 欣哉 
                                             （コード番号      5938  東証・名証各一部） 
                                             問合せ先責任者  IＲ室 室長 平野 華世 
                                             （TEL       03-6268-8806） 

  

 

代表執行役の異動に関するお知らせ 

 

 

当社は、2018年 10月 31日開催の取締役会において、下記のとおり、代表執行役を異動することを決

定しましたので、お知らせいたします。 

詳細は添付のニュースリリースをご参照ください。 

 

記 

 

１． 異動の内容 

①  就任日：2018年 11月１日 

新職 現職 氏名 

取締役 取締役会議長 

兼 代表執行役会長 兼 ＣＥＯ 

取締役 取締役会議長 

兼 指名委員会委員 

潮田 洋一郎 

（うしおだ よういちろう ） 

取締役 代表執行役 兼 ＣＯＯ 

(兼)株式会社ＬＩＸＩＬ 

代表取締役会長 兼 ＣＥＯ 

兼 取締役会議長 

取締役（社外取締役） 

兼 指名委員会委員長 

兼 報酬委員会委員 

山梨 広一 

（やまなし ひろかず ） 

取締役 代表執行役社長 

取締役 代表執行役社長 

兼 ＣＥＯ 

(兼)株式会社ＬＩＸＩＬ 

代表取締役社長 兼 ＣＥＯ 

瀬戸 欣哉 

（せと きんや） 
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   ② 就任日：2019年４月１日 

新職 旧職 氏名 

取締役 代表執行役社長 

兼 ＣＯＯ 

(兼)株式会社ＬＩＸＩＬ 

代表取締役会長 

兼 ＣＥＯ兼取締役会議長 

取締役 代表執行役 兼 ＣＯＯ 

(兼)株式会社ＬＩＸＩＬ 

代表取締役会長 兼 ＣＥＯ 

兼 取締役会議長 

山梨 広一 

（やまなし ひろかず ） 

取締役 取締役 代表執行役社長 
瀬戸 欣哉 

（せと きんや） 

 

 

２． 新任代表執行役の略歴  

 

① 潮田 洋一郎 

 

    生年月日   1953年 12月 21日 （64歳） 

 

       略歴 

1977年４月  当社入社 

1980年 12月 当社取締役営業企画部長 

1984年５月  当社常務取締役商品本部長 

1986年 11月 当社専務取締役広報・人事・業務改善・ＴＱＣ・製造管掌 

1990年６月  当社取締役副社長海外事業・デザイン総括管掌（代表取締役） 

1992年９月  当社取締役副社長（代表取締役） 

1993年６月  当社取締役副社長経理本部長（代表取締役） 

2000年 11月 当社取締役副社長経理財務管掌（代表取締役） 

2001年 10月 当社取締役副社長 

2003年６月  当社取締役 

2006年 11月 当社取締役会長 兼 ＣＥＯ（代表取締役） 

2006年 11月 トステム株式会社（現株式会社ＬＩＸＩＬ）取締役会長 兼 ＣＥＯ（代表取締役） 

2009年４月  同社取締役社長 

2011年６月  当社取締役 代表執行役会長 兼 ＣＥＯ 兼 指名委員会委員長 

2011年８月  当社取締役 代表執行役会長 兼 指名委員会委員長 

2011年８月  株式会社ＬＩＸＩＬ取締役会長（代表取締役） 

2012年６月  当社取締役 取締役会議長 兼 指名委員会委員 

2017年 10月 当社取締役 取締役会議長 兼 指名委員会委員 執行役特命担当 

2018年 10月 当社取締役 取締役会議長 兼 指名委員会委員（現任） 

 

       所有株式数  9,347,676株 
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② 山梨広一 

 

    生年月日   1954年４月 18日 （64歳） 

 

       略歴 

1978年４月  富士写真フイルム株式会社（現富士フイルムホールディングス株式会社）入社 

1990年１月  マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 

1995年７月  同社プリンシパル（パートナー） 

2003年７月  同社ディレクター（シニア・パートナー） 

2014年４月  イオン株式会社顧問 内務統括担当 

2014年４月  同社専務執行役 内務統括担当 

2015年２月  同社執行役 経営企画担当 

2015年２月  同社執行役 経営企画担当 兼 電子マネー事業責任者 

2016年３月  同社執行役 

2016年５月  株式会社山梨広一事務所取締役（代表取締役） 

2016年６月  当社取締役（社外取締役）兼 報酬委員会委員長 兼 指名委員会委員 

2017年６月  当社取締役（社外取締役）兼 指名委員会委員長 兼 報酬委員会委員（現任） 

 

       所有株式数  2,682株 

 

 

 

以上 
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新たな経営体制への移行を決定 
潮田洋一郎が LIXIL グループ 代表執行役会長兼 CEOに就任 

瀬戸欣哉は LIXIL グループ 代表執行役社長を継続 

 

 

 

株式会社 LIXIL グループ（本社：東京都千代田区、社長：瀬戸欣哉、以下 LIXIL グループ）は、10月 31日

付で、瀬戸欣哉が CEOを退任し、11月 1日付で、潮田洋一郎（現 LIXILグループ 取締役 取締役会議長）が代

表執行役会長兼 CEOに就任することを決定しました。 

また、2016年 6月より LIXILグループの独立社外取締役を務める山梨広一が、11月 1日付で LIXILグループ

の代表執行役兼 COOに就任します。瀬戸は、2019年 3月末まで代表執行役社長として、新体制へのスムーズ

な移行をサポートし、その後、山梨が後任として 2019年 4月 1日付で代表執行役社長に就任します。なお、

瀬戸は、2019年 6月まで引き続き LIXILグループの取締役を務めます。 

さらに 11月 1日付で山梨は、株式会社 LIXIL（以下、LIXIL）の代表取締役会長兼 CEO兼取締役会議長に、LIXIL

の代表取締役 副社長を務める大坪一彦が、代表取締役社長兼 COOに就任します。 

瀬戸は、2016 年 1 月に LIXIL グループの代表執行役に就任以来、グループ内のシナジーの最大化に注力し、

組織の簡素化、フラット化を進め、水まわり事業を担う LIXIL Water Technology (LWT)を LIXILグループの成長

を支える中核事業として強化しました。また、デジタル分野への投資を進め、新しい戦略を推進することで、

業界を主導する体制を築いてきました。 

また、報酬委員会および指名委員会のメンバーの変更についても決定しました。報酬委員会は、メンバ

ーを 5 名から 3名とし、幸田真音（独立社外取締役）が委員長に就任します。Barbara Judge（独立社外取

締役）および菊地義信（取締役）が引き続き委員を務め、山梨広一および伊奈啓一郎は委員を退任します。

指名委員会は、Barbara Judge が委員長に就任し、川口勉（独立社外取締役）および菊地義信が新たな委

員に就任します。吉村博人（独立社外取締役）および幸田真音は引き続き委員を務めます。潮田洋一郎お

よび山梨広一は委員を退任します。 

なお、新たな経営体制や方針の詳細については、後日お知らせいたします。 

 

 

 

株式会社 LIXILグループ（http://www.lixil.co.jp/） 

本社：東京都千代田区霞が関 3‐2‐5 霞が関ビルディング 36階 

コミュニケーションズ＆CR部  高田・布施木  TEL：03‐6273‐3607 

※このリリースは、兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会にお届けし、LIXIL グループホームページ

（http://www.lixil.com/jp）でも発表しています。 

 

■LIXILについて 
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進

的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製

品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMを

はじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良

報道関係各位 2018 年 10 月 31 日 

 

本件に関するお問い合わせ先 

 

http://www.lixil.co.jp/
http://www.lixil.com/jp
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い暮らしに貢献しています。現在70,000人超の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、

生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。 

 

LIXILなどのブランドを展開する、株式会社LIXILグループ（証券コード: 5938）は、2018年3月期に1兆6,648

億円の連結売上高を計上しています。 

LIXILについて：www.lixil.com/jp、https://www.facebook.com/lixilcorporation/ 

http://www.lixil.com/jp
https://www.facebook.com/lixilcorporation/

