
 
 

2014 年 12 月 18 日 
株式会社クラレ 

 

主要組織改定および人事異動の件（2015 年 1 月 1 日付） 

 
当社は次の通り2015年 1月1日付の主要な組織改定および人事異動を行なうことを決定しまし

たので、お知らせいたします。 

なお、今回発表する以外の同日付組織改定および人事異動（部レベル）については後日発表い

たします。 

 
１．方針  

2015 年度から、クラレグループの今後 3ヵ年の方向性を示した新中期経営計画がスタートいた

します。新中期経営計画では、前計画における基本方針を継承し、世界に存在感を示すスペシャ

リティ化学企業の実現を引き続き目指すこととし、実施してきた諸施策を引き継ぐとともに、激

動する経営環境が続くとの認識の下で、新たな発展に向けて取り組んでまいります。 

初年度にあたる 2015 年度は、計画の果断かつ着実な実行と成果の早期具現化を期して、先に

発表した経営トップを中心とする新しい布陣で臨みます。 

上記を踏まえ、「コア事業の競争力強化」「次世代の経営を担う若手人材の主要ポストへの積極

的登用」「グローバル経営基盤の強化と効率化」を念頭に置いた組織改定・人事異動を以下の通り

行います。 

 
 

 ２．組織改定の内容  

（１）経営企画室の新設 

経営戦略を迅速に推進するため、社長直属の経営企画室を新設する。経営企画室には経営企

画部、ＩＲ・広報部を置く。 

（２）管理部門の新設 

間接各職能の機能強化と運営の効率化を図るため、管理部門を新設し、担当役員を置く。

管理部門には総務・人事本部、経理・財務本部、購買・物流本部、ＣＳＲ本部を置く。 

 

  



 
 

（３）ビニルアセテートカンパニーの再編 

デュポン社ビニルアセテート関連事業の買収に伴う統合シナジーの発現をはじめ、ビニルア

セテート事業の一層の競争力強化のため、ビニルアセテートカンパニー及び本部と事業部を

以下の通り再編する。 

・ビニルアセテートカンパニーをビニルアセテート樹脂カンパニーとビニルアセテートフィル

ムカンパニーに分割する。 

・ビニルアセテート樹脂カンパニーには、生産技術統括本部、国際事業部、ポバール樹脂事業

部、エバール事業部を置く。 

・ビニルアセテートフィルムカンパニーには、生産技術統括本部、国際事業部、ポバールフィ

ルム事業部、ＷＳフィルム事業部、ＰＶＢ事業部、ＧＬＳ事業部を置く。 

 

新 旧 

カンパニー 事業部・本部 カンパニー 事業部・本部 
ビニルアセテート 

樹脂カンパニー 

生産技術統括本部、国際事業部、ポ

バール樹脂事業部、エバール事業部 

ビニルアセテー

トカンパニー 
生産技術統括本部、国際

事業部、ポバール樹脂事

業部、ＰＶＢ事業部、ポ

バールフィルム事業部、

ＷＳフィルム事業部、エ

バール事業部 

ビニルアセテート 

フィルムカンパニー 

生産技術統括本部、国際事業部、ポ

バールフィルム事業部、ＷＳフィル

ム事業部、ＰＶＢ事業部、ＧＬＳ事

業部 

 

 

 ３．改定後組織図・人事異動  

別紙の通り。 
 

                              以 上 



３－１ 組織図（株式会社クラレ 2015 年 1 月 1 日付） 
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３－２　人事異動（１月１日付）

【株式会社クラレ】 ＊役位は1月1日現在
新職名 現職名 氏名

社長 経営企画本部担当 代表取締役社長
・ ＣＳＲ本部担当 伊藤　正明
兼 経営企画本部長

社長補佐 ビニルアセテートカンパニー長 取締役・専務執行役員
（2015年3月常勤監査役就任予定） 村上　敬司

社長補佐 経理・財務本部担当 取締役・常務執行役員
川原崎　雄一

管理部門担当 総務・人事本部担当 取締役・常務執行役員
・ アクア事業推進本部担当 ・ 購買・物流本部担当 藤井　信雄

・ アクア事業推進本部担当
　

ビニルアセテート樹脂カンパニー長 ビニルアセテートカンパニー副カンパニー長 取締役・常務執行役員
兼 ビニルアセテートカンパニーエバール事業部長 久川　和彦

ビニルアセテートフィルムカンパニー長 ビニルアセテートカンパニーポバール樹脂 常務執行役員
事業部長 早瀬　博章

兼 ビニルアセテートカンパニー国際事業部長

管理部門担当付 ＣＳＲ本部長 執行役員
武本　修一

繊維カンパニー生活資材事業部長 繊維カンパニー繊維資材事業部長 執行役員
兼 クラレファスニング株式会社社長（2015年3月同

社社長就任予定）
豊浦　仁

ビニルアセテート樹脂カンパニー ビニルアセテートカンパニー 執行役員
生産技術統括本部長 生産技術統括本部長 大村　章

兼 ビニルアセテートフィルムカンパニー
生産技術統括本部長

研究開発本部長補佐 研究開発本部副本部長 寺田　和俊

繊維カンパニー副カンパニー長 繊維カンパニー生活資材事業部長 中島　多加志
兼 クラレファスニング株式会社社長（2015年3月同

社社長退任予定）
兼 クラレファスニング株式会社社長

エバールヨーロッパ社長 クラレアジアパシフィック社長 下　浩幸

繊維カンパニー繊維資材事業部長 繊維カンパニー繊維資材事業部 松尾　信次
原料資材第二部長

経営企画室長 経営企画本部経営企画部長 上山　冬雄

経営企画室経営企画部 可楽麗管理(上海)有限公司総経理 吉住　有司
海外事業企画グループリーダー 兼 可楽麗国際貿易(上海)有限公司総経理

ＣＳＲ本部長 ＣＳＲ本部副本部長 藤波　智

ＣＳＲ本部環境安全センター長 岡山事業所環境安全部長 山本　忠宏

ビニルアセテート樹脂カンパニー エバールヨーロッパ社長 渡邊　知行
ポバール樹脂事業部長

兼 ビニルアセテート樹脂カンパニー 
国際事業部長

ビニルアセテート樹脂カンパニー ビニルアセテートカンパニー 中野　一郎
ポバール樹脂事業部副事業部長 ポバール樹脂事業部ポバール樹脂販売部長

ビニルアセテート樹脂カンパニー ビニルアセテートカンパニー 山口　勝正
エバール事業部長 エバール事業部エバール樹脂販売部長

ビニルアセテートフィルムカンパニー 購買・物流本部原料部長 土方　禎雄
国際事業部長

兼 ビニルアセテートフィルムカンパニー
ＷＳフィルム事業部副事業部長

ビニルアセテートフィルムカンパニー ビニルアセテートカンパニー 天津　康
ＰＶＢ事業部副事業部長 ＰＶＢ事業部副事業部長

兼 ビニルアセテートフィルムカンパニー
ＧＬＳ事業部副事業部長

ビニルアセテートフィルムカンパニー クラレアメリカＧＬＳ事業部長 ステファン コックス
ＧＬＳ事業部長 （Stephen Cox）

兼 クラレアメリカＧＬＳ事業部長



クラレトレーディング株式会社出向 機能材料カンパニー 滝島　啓介
メタアクリル事業部副事業部長

機能材料カンパニー イソプレンカンパニー 池森　洋二
メタアクリル事業部副事業部長 イソプレンケミカル事業部

ファインケミカル販売部長
兼 イソプレンカンパニー

イソプレンケミカル事業部化学品販売部長

クラレアジアパシフィック社長 技術本部技術統括部長 永井　正哉

可楽麗管理(上海)有限公司総経理 経営企画本部経営企画部主管 古橋　則昭
兼 可楽麗国際貿易(上海)有限公司総経理



３－３　クラレグループ会社人事異動【役員クラス】

【クラレトレーディング株式会社】
（2015年1月1日）

新職名 現職名 氏名
代表取締役会長 代表取締役社長 片岡　史朗

代表取締役社長 専務取締役 村井　研三

【クラレファスニング株式会社】
（2015年3月株主総会開催日予定）

新職名 現職名 氏名
代表取締役社長 株式会社クラレ 豊浦　仁

繊維カンパニー繊維資材事業部長

退任 代表取締役社長 中島　多加志

【クラレ玉島株式会社】
（2015年1月1日）

新職名 現職名 氏名
代表取締役社長 株式会社クラレ 大前　好信

繊維カンパニー生産技術統括本部
繊維素材企画開発部主管

退任 代表取締役社長 前田　佳貫

以　上




