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代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ 

 

下記のとおり代表取締役の異動および役員人事を行いますので、お知らせ致します。なお、代表取締役の

異動および役員人事は各社株主総会及びその後の取締役会において正式に決定致します。 

 

記 
 
【カーリットホールディングス株式会社】 

（１） 代表取締役の異動 

1.異動の理由 

新たな経営体のもと、新たな発想でより強固な経営基盤を確立していくため。 

 

2.異動の内容 

（新任） 

金子 洋文  代表取締役社長 内部監査室・R&Dセンター担当 （現 取締役兼常務執行役員） 

（退任） 

出口 和男  会長 （現 代表取締役会長） 

廣橋 賢一  相談役 （現 代表取締役社長） 

 

3.新任代表取締役の略歴等 

  氏名  金子 洋文（カネコ ヒロフミ） 

  生年月日 1960年 4月 30日（59歳） 

出身地 北海道 

学歴  1984年 3月 専修大学経営学部卒業 

略歴  1984年 4月 日本カーリット㈱入社 

  2013年 10月 カーリットホールディングス㈱執行役員 

    日本カーリット㈱常務取締役営業本部長 

  2015年 6月 カーリットホールディングス㈱執行役員 

    日本カーリット㈱代表取締役社長兼営業本部長 

  2018年 4月 カーリットホールディングス㈱取締役兼常務執行役員 

グループ営業部門統轄 

  2019年 4月 カーリットホールディングス㈱取締役兼常務執行役員 

グループ戦略部門統轄 

  現在に至る 

  所有株式数 9,200株（2019年 3月末日現在） 

 

 

 

 

 



（２）新任取締役候補者 

   澤村 文孝（サワムラ フミタカ）取締役兼執行役員 富士商事㈱代表取締役社長 

    略歴  1955年 2月 21日生 

1980年 4月 富士商事㈱入社 

1996年 4月 富士商事㈱専務取締役滋賀営業所所長 

2015年 6月 富士商事㈱取締役副社長 

2017年 6月 富士商事㈱代表取締役社長 

2019年 4月 カーリットホールディングス㈱執行役員 富士商事㈱代表取締役 

現在に至る 

 

 

（３）新任監査役候補者 

岩井 常道（イワイ ツネミチ） 

略歴  1956 年 10月 21日生 

       1980年 4月  日本カーリット㈱入社 

       2006年 4月  日本カーリット㈱管理部経営企画グループ部長兼内部監査室付 

       2011年 10月  日本カーリット㈱総務部長兼人事部長兼秘書室長 

       2013年 4月  日本カーリット㈱資材部長 

       2016年 6月   富士商事㈱取締役 

       現在に至る 

 

（４）退任取締役 

 出口 和男 （会長就任） 

 廣橋 賢一 （相談役就任） 

 

（５）退任監査役 

 六本木 英次 

以上、2020 年 6月末 

 

（６）業務委嘱の変更（2020 年 4 月 1 日付） 
氏名         新                  旧 

 森下 貴 取締役兼常務執行役員   取締役兼常務執行役員 

  グループ営業部門統轄   グループ営業部門統轄 

  日本カーリット㈱代表取締役社長 

 

 坂田 貞二 取締役兼執行役員    取締役兼執行役員 

  グループ生産部門統轄   グループ生産部門統轄 

  ジェーシーボトリング㈱代表取締役社長 日本カーリット㈱代表取締役社長 

 

（７）業務委嘱の変更（2020 年 6 月末） 
氏名         新                  旧 

森下 貴 取締役兼常務執行役員   取締役兼常務執行役員 

  経営戦略室・ASEAN 事業推進室・広報部担当 グループ営業部門統轄 

  日本カーリット㈱代表取締役社長  日本カーリット㈱代表取締役社長 

岡本 英夫 取締役兼執行役員    取締役兼執行役員 

  総務部・秘書室・人事部・   グループ管理部門統轄 

  財務部・ITシステム推進部担当  法務・コンプライアンス部長 

法務・コンプライアンス部長   

坂田 貞二 取締役兼執行役員    取締役兼執行役員 

  ジェーシーボトリング㈱代表取締役社長 グループ生産部門統轄 

       ジェーシーボトリング㈱代表取締役社長 

（８）新任執行役員（2020 年 4 月 1 日付） 

森川 芳行 執行役員 経営戦略室長兼三協実業㈱代表取締役社長 

青山 強  執行役員 R&Dセンター長 



 

                                                                                              

【日本カーリット株式会社】 

（１）新任代表取締役 
 森下 貴（モリシタ タカシ） 代表取締役社長 
  略歴  1958年 9月 16日生 

  1981年 4月 日本カーリット㈱入社 

  2013年 10月 カーリットホールディングス㈱執行役員経営戦略室長 

  2015年 4月 カーリットホールディングス㈱執行役員 

㈱シリコンテクノロジー代表取締役社長 

  2018年 4月 カーリットホールディングス㈱取締役兼常務執行役員 

グループ戦略部門統轄 

  2019年 4月 カーリットホールディングス㈱取締役兼常務執行役員 

グループ営業部門統轄 

  現在に至る 

以上、2020 年 4月 1日付 

 
（２）退任取締役 
 坂田 貞二 
 高橋 健司 

以上、2020 年 3月 31日付 

 
【ジェーシーボトリング株式会社】 
（１）新任代表取締役 

坂田 貞二  代表取締役社長 
以上、2020 年 4月 1日付 

（２）退任取締役 
 森川 芳行 

以上、2020 年 3月 31日付 

 
【株式会社シリコンテクノロジー】 
（１）新任代表取締役 
 滝崎 博明  代表取締役社長 
（２）新任取締役 
 宮下 直人  常務取締役 

以上、2020 年 4月 1日付 

 
【株式会社ＳＤネットワーク】 
（１）新任代表取締役 
 天内 心   代表取締役社長 

以上、2020 年 4月 1日付 

 
【株式会社総合設計】 
（１）新任代表取締役 
 天内 心   代表取締役社長 
（２）退任取締役 
 川上 裕司 

以上、2020 年 6月 

 
【富士商事株式会社】 
（１）新任取締役 

 川上 裕司  常務取締役 

以上、2020 年 6月 

 


