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2014年3月6日
各  位

会 社 名  株式会社 クラレ

代表者名  取締役社長  伊藤 文大

コード番号 3405  

上場取引所 東証第一部

問合せ先  経営企画本部 IR・広報部長

島本 智之

TEL (03) 6701－1071

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：本年 6月株主総会開催日）

就任予定の役位 氏名 現役位 異動内容

取締役

常務執行役員

久川 和彦

（くがわ かずひこ）

常務執行役員 新任

取締役

常務執行役員

伊藤 正明

（いとう まさあき）

常務執行役員 新任

２．監査役 （異動予定日：本年 6月株主総会開催日）

就任予定の役位 氏名 現役位（役職） 異動内容

監査役（社外監査役） 名倉 三喜男

（なくら みきお）

― 新任

― 山田 洋暉

（やまだ ひろき）

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：本年 6月株主総会開催日）

就任予定の役位 氏名 現役位 異動内容

常務執行役員 古宮 行淳

（こみや ゆきあつ）

執行役員 役位変更

常務執行役員 早瀬 博章

（はやせ ひろあや）

執行役員 役位変更

執行役員 山根 幸則

（やまね ゆきのり）

理事 新任

執行役員 大村 章

（おおむら あきら）

理事 新任

執行役員 柏村 次史

（かしむら つぐのり）

理事 新任

― 綾 友幸

（あや ともゆき）

常務執行役員 退任

― 前田 公平

（まえだ こうへい）

執行役員 退任

― 山田 修

（やまだ おさむ）

執行役員 退任
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―

（クラレプラスチックス株式会社

社長就任予定）

保江 真一

（やすえ しんいち）

執行役員 退任

―

（クラレテクノ株式会社

常務取締役就任予定）

渡辺 久一

（わたなべ ひさいち）

執行役員 退任

―

（鹿島南共同発電株式会社

常務取締役就任予定）

時任 康雄

（ときとう やすお）

執行役員 退任

―

（株式会社入間カントリー倶楽部

社長就任予定）

河内 辰雄

（かわうち たつお）

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 文大

代表取締役・専務執行役員 山下 節生

取締役・専務執行役員 村上  敬司

取締役・常務執行役員 天雲 一裕

取締役・常務執行役員 川原崎 雄一

取締役・常務執行役員 雪吉 邦夫

取締役・常務執行役員 藤井 信雄

取締役・常務執行役員 松山 貞秋

◎ 取締役・常務執行役員 久川 和彦

◎ 取締役・常務執行役員 伊藤 正明

取締役（社外取締役） 塩谷 隆英

取締役（社外取締役） 浜口 友一

常勤監査役 蜷川 洋一

常勤監査役 真鍋 光昭

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） 名倉 三喜男

※ 常務執行役員 古宮 行淳

※ 常務執行役員 早瀬 博章

執行役員 マティアス グトヴァイラー

(Matthias Gutweiler)

執行役員 武本 修一

執行役員 小野寺 正憲

執行役員 中山 和大

執行役員 阿部 憲一

執行役員 佐野 義正

執行役員 ジョージ アブディ

（George Avdey）
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執行役員 豊浦 仁

◎ 執行役員 山根 幸則

◎ 執行役員 大村 章

◎ 執行役員 柏村 次史

５．新任取締役・監査役の略歴

（１）新任取締役

氏  名 久川 和彦（くがわ かずひこ）

生年月日 １９５４年１月２２日

最終学歴 １９７６年  ３月 京都大学経済学部卒

略  歴  １９７６年 ４月  株式会社クラレ 入社

２０００年 ６月  化学品第一事業部門ポバール・エバール事業管理部長

２００６年 ４月  経営統括本部経営管理部長

２００９年 ４月  機能樹脂・フィルムカンパニーポバール樹脂事業部副事業部長

２０１０年 ４月  樹脂カンパニーエバール事業部長

２０１２年 ６月  執行役員

２０１３年 ４月  ビニルアセテートカンパニー副カンパニー長（現任）

兼 ビニルアセテートカンパニーエバール事業部長（現任）

２０１３年 ６月  常務執行役員（現任）

氏  名 伊藤 正明（いとう まさあき）

生年月日 １９５７年６月２３日

最終学歴 １９８０年  ３月  大阪大学基礎工学部卒

略  歴  １９８０年 ４月  株式会社クラレ 入社

２００２年 ８月  南通可楽托蕾服装有限公司 総経理

２００４年 ４月  クラレトレーディング株式会社経営企画部長

２００７年 ４月  株式会社クラレ 岡山事業所ビニロン・Ｋ－Ⅱ生産・技術開発部長

２０１０年 ４月  化学品カンパニーメタアクリル事業部長

２０１２年 ６月  執行役員

２０１３年 ４月  機能材料カンパニー副カンパニー長（現任）

          兼 機能材料カンパニーメタアクリル事業部長（現任）     

２０１３年 ６月  常務執行役員（現任）
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（２）新任監査役（社外監査役）      

氏  名 名倉 三喜男（なくら みきお）

生年月日 １９４８年 ３月１２日

最終学歴 １９７１年 ３月 京都大学法学部卒

略  歴 １９７１年 ４月 株式会社日本興業銀行 入行

１９９４年 ６月 同 資本市場部副部長

１９９６年 ５月   興和不動産株式会社 興和マネージメント（フランス）

Directeur General

１９９９年 ６月 株式会社日本興業銀行 執行役員 営業第十部長

２００１年 ４月 同 常務執行役員

２００２年 ４月 株式会社みずほコーポレート銀行 常務執行役員

２００３年 ３月 興和不動産株式会社（現 新日鉄興和不動産株式会社） 常務執行役員

２００３年 ７月 同 常務取締役  

２００４年 ９月 同 代表取締役社長  

２０１０年 ６月 日産自動車株式会社 監査役（現任）

  以 上


