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2019年６月 25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 兼 CEO 瀬戸 欣哉 
           （コード番号 5938 東証・名証各一部） 
問合せ先 IR室 室長         平野 華世 
           （TEL．03-6268-8806）  

 

 

代表執行役の異動(開示済み)およびその他役員の異動に関するお知らせ 

 

当社は、2019年６月 25日の第 77回定時株主総会終了後に開催された取締役会において、下記のとお

り、代表執行役およびその他の役員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。 

 

記 

Ⅰ．代表執行役の異動 （2019年６月 25日 19時 20分 開示済み） 

１． 異動の理由 

前代表執行役のうち２名が第 77 回定時株主総会終結時をもって退任したことに伴い、新たな代表

者を選定するため。 

 

２． 異動の内容 

就任日：2019年６月 25日 

新職 旧職 氏名 

取締役 代表執行役社長 兼  

ＣＥＯ 
取締役 

瀬戸 欣哉 

（せと きんや） 

取締役 代表執行役副社長 兼 

株式会社LIXIL 代表取締役社長 

兼 ＣＥＯ 兼 取締役会議長 

LIXILジャパンカンパニーＣＥＯ 

執行役副社長 兼 

株式会社LIXIL 代表取締役社長 

兼 ＣＥＯ 兼 取締役会議長 

LIXILジャパンカンパニーＣＥＯ 

大坪 一彦 

（おおつぼ かずひこ） 

（退任） 
代表執行役会長 

兼 ＣＥＯ 

潮田 洋一郎 

（うしおだ よういちろう） 

（退任） 
取締役 代表執行役社長 兼  

ＣＯＯ 

山梨 広一 

（やまなし ひろかず） 
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３． 新任代表執行役 瀬戸 欣哉 の略歴  

 

① 瀬戸 欣哉 

 

    生年月日   1960年６月 25日 （59歳） 

 

       略歴 

1983年  住友商事株式会社入社 

1990年  米国住友商事（現 米州住友商事株式会社）デトロイトオフィス プロダクトマネ

ージャー 特殊鋼製品担当 

1992年  米国プレシジョンバーサービス社 バイスプレジデント 

1997年  米国アイアンダイナミクスプロセスインターナショナル社 代表取締役社長 

1999年  住友商事株式会社 鉄鋼第一事業企画部ｅコマースチーム長・マネージャー 

2000年  株式会社 MonotaRO 取締役 

2001年  株式会社 MonotaRO 代表取締役社長 

2006年  株式会社 MonotaRO 取締役代表執行役社長 

2010年  米国 Zoro Tools Inc.（現 Zoro Inc.）取締役（非常勤） 

2011年  株式会社 K-engine 代表取締役社長 

2012年  Grainger Asia Pacific 株式会社 代表取締役社長 

  株式会社 MonotaRO 取締役代表執行役会長 

  米国 W.W. Grainger, Inc. バイス・プレジデント 

2013年  米国 W.W. Grainger, Inc. シニア・バイス・プレジデント 

  英国 GWW UK Online Ltd.（現 Razor Occam, Ltd.）ＣＥＯ 

2014年  株式会社 MonotaRO 取締役会長 

2016年  株式会社 ＬＩＸＩＬグループ 取締役 代表執行役社長 兼 ＣＥＯ 

  株式会社 ＬＩＸＩＬ 代表取締役社長 兼 ＣＥＯ 兼 ＬＩＸＩＬ Water 

Technology ＣＥＯ 兼 ＬＩＸＩＬ Housing Technology ＣＥＯ 

  株式会社 MonotaRO 取締役会長（非常勤）（現任） 

2018年  株式会社 ＬＩＸＩＬ グループ 取締役 同社代表執行役社長（2019年３月退任）

兼ＣＥＯ（2018年 10月退任） 

2019年  株式会社 ＬＩＸＩＬ グループ 取締役 

同 取締役 代表執行役社長 兼 ＣＥＯ (2019年６月 25日就任) 

 

       所有株式数  239,708株 

 

       略歴および所有株式数については招集通知に記載のとおりとしております。 

 

② 大坪 一彦 

 

    生年月日   1958年７月８日 （60歳） 

 

       略歴 
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1981 年 4 月 当社入社 

2003 年 4 月 トステム株式会社 （現 株式会社LIXIL） 

執行役員営業本部九州統括支店長 

2006 年 10 月 同社 執行役員営業本部中部支社長 

2008 年 10 月 同社 執行役員営業本部副本部長 

2009 年 4 月 同社 常務執行役員営業本部副本部長 

2011 年 4 月 株式会社LIXIL 常務執行役員営業カンパニー営業本部サッシルート 

統括部長 

2014 年 10 月 同社 常務執行役員LIXILジャパンカンパニー関西支社長 

2016 年 7 月 同社 専務役員LIXILジャパンカンパニー関西支社長 

2016 年 10 月 同社 専務役員LIXILジャパンカンパニーChief Operating Officer 

2017 年 6 月 同社 取締役 副社長LIXILジャパンカンパニーChief Executive Officer 

2017 年 6 月 当社 執行役副社長国内営業担当 

2018 年 6 月 株式会社LIXIL 代表取締役 副社長LIXILジャパンカンパニーChief 

Executive Officer 

2018 年 6 月 当社 執行役副社長営業・国内子会社担当 

2019 年 6 月 株式会社LIXIL 代表取締役社長 兼 ＣＥＯ 兼 取締役会議長 

LIXILジャパンカンパニーＣＥＯ 

株式会社LIXILグループ 取締役代表執行役副社長 営業・国内子会社担

当 

 

       所有株式数  16,028株 

 

Ⅱ．その他の役員の異動 

１． 指名委員会、監査委員会および報酬委員会について 

 本日開催の取締役会において、次のとおり指名委員会・監査委員会・報酬委員会を組織する委員が選

定され、それぞれ就任いたしました。 

 

 指名委員会 

        委員長   西浦 裕二 

        委員     鬼丸 かおる、伊奈 啓一郎、河原 春郎、松﨑 正年 

 

 監査委員会 

委員長   三浦 善司 

        委員     鈴木 輝夫、濱口 大輔、内堀 民雄、川本 隆一 

 

 報酬委員会 

 委員長   濱口 大輔 

 委員     西浦 裕二、河原 春郎、三浦 善司 
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２．執行役の選任について 

 本日開催の取締役会において、次のとおり執行役が選任、代表執行役および役付執行役が選定され、

それぞれ就任いたしました。 

（※は取締役であります。） 

※代表執行役社長 兼 ＣＥＯ 
 

瀬戸 欣哉 

※代表執行役副社長 
 

大坪 一彦 

代表執行役副社長 
 

松本 佐千夫 

執行役専務 
 

Jin Song Montesano 

執行役専務 
 

二瓶 亮 

執行役専務 
 

金澤 祐悟 

執行役専務  Bijoy Mohan 

※執行役専務 
 

吉田 聡 

執行役専務 
 

大西 博之 

執行役専務 
 

中村 豊 

 

以上 


