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代表取締役および役員の異動に関するお知らせ 

 
 当社は平成 28 年５月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員の
異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は平成 28 年６月 24 日
開催予定の定時株主総会ならびに総会終了後の取締役会において決定する予定です。 
 

記 
 
１．代表取締役の異動 
（１）異動内容 

新役職名 現役職名 氏名 

代表取締役 専務取締役 
兼専務執行役員 

常務取締役 
兼常務執行役員 

廣地 厚（ひろち あつし）
 

常務執行役員 代表取締役 常務取締役 
兼常務執行役員 

服部 和德(はっとり かずのり）

 
（２）異動理由 
   平成 28 年５月 12 日の取締役会決議による 
 
（３）代表取締役の略歴           別紙１のとおり 
 
（４）就任予定日              平成 28 年６月 24 日 
 
２．役員の異動 
（１）新任取締役候補 
   木村 克彦（現 執行役員 エンプラ事業部長） 
   高尾 茂樹（現 執行役員 アパレルカンパニー長兼レッグウエア事業本部長） 
   阿武 克也（現 執行役員 技術開発部長、CTO） 
   及川 克彦（現 執行役員 研究開発部長、CRO） 
    
（２）退任予定取締役 
   服部 和德（常務執行役員 電子部品事業部長は継続） 
   鈴木 昌和（執行役員 QOL 研究所長は継続） 
 
（３）昇任予定取締役 
   常務取締役 

古川 知己（現 取締役兼執行役員 財務経理部長、CFO 兼 CMAO 兼 CIO） 
    
（４）異動予定日              平成 28 年６月 24 日 
 
３．平成 28 年６月 24 日以降の取締役体制   別紙２のとおり 
 
 

以上 

上場会社名  グ ン ゼ 株 式 会 社          

代 表 者 名       代表取締役社長 児 玉  和 

コード番号  ３００２  

本社所在地  大阪市北区梅田２丁目５番 25 号 

問合わせ先  広報ＩＲ室長   小 倉   誠  

         （電話/06－6348－1314）



（別紙１） 

 

新任代表取締役の氏名および略歴 

氏 名 廣地 厚（ひろち あつし） 

新役職名  代表取締役 専務取締役兼専務執行役員 

 経営戦略部長、CHO 兼 CCSRO 兼 CMO 

出身地   大阪府 

最終学歴  岡山大学 法文学部卒業 

生年月日  昭和 35 年１月 11 日 

略歴    昭和 58 年３月 当社入社 

      平成 22 年４月 当社執行役員、 

 アパレルカンパニーレッグウエア事業本部長 

      平成 24 年 4 月 当社執行役員、 

 アパレルカンパニーレッグウエア事業本部長、CCO       

平成 24 年６月 当社取締役、執行役員、 

 アパレルカンパニーレッグウエア事業本部長、CCO 

      平成 25 年１月 当社取締役、執行役員、 

 アパレルカンパニーインナーウエア事業本部長、CCO 

      平成 26 年４月 当社取締役、執行役員、 

 アパレルカンパニー長兼インナーウエア事業本部長、CCO 

  平成 26 年６月 当社常務取締役、常務執行役員、 

 アパレルカンパニー長兼インナーウエア事業本部長、CMO 兼 CLO 

      平成 28 年４月 当社常務取締役、常務執行役員、 

 経営戦略部長、CHO 兼 CCSRO 兼 CMO 

 

所有株式数 33,000 株 

 

以上 

 



 

（別紙２）平成 28 年６月 24 日以降の取締役体制 

 
氏    名 新    職 現    職 

児玉    和 
代表取締役社長兼社長執行役員 
（CEO 兼 COO） 

代表取締役社長兼社長執行役員 
（CEO 兼 COO） 

廣地  厚 
代表取締役専務取締役兼専務執行役員 
（経営戦略部長、CHO 兼 CCSRO 兼 CMO） 

常務取締役兼常務執行役員 
（経営戦略部長、CHO 兼 CCSRO 兼 CMO）

古川 知己 
常務取締役兼常務執行役員 

（財務経理部長、CFO 兼 CMAO 兼 CIO） 

取締役兼執行役員 

（財務経理部長、CFO 兼 CMAO 兼 CIO） 

天野  勝介 取締役 取締役 

白井  文 取締役 取締役 

赤瀬 康宏 
取締役兼執行役員 

（人事・総務部長、CCO 兼 CHO 代理） 

取締役兼執行役員 

（人事・総務部長、CCO 兼 CHO 代理） 

岡  修也 
取締役兼執行役員 

（繊維資材事業部長） 

取締役兼執行役員 

（繊維資材事業部長） 

佐口 敏康 
取締役兼執行役員 
（プラスチックカンパニー長） 

取締役兼執行役員 
（プラスチックカンパニー長） 

木村 克彦 
取締役兼執行役員 
（エンプラ事業部長） 

執行役員 
（エンプラ事業部長） 

高尾 茂樹 
取締役兼執行役員 
（アパレルカンパニー長兼レッグウエア
事業本部長） 

執行役員 
（アパレルカンパニー長兼レッグウエ
ア事業本部長） 

阿武 克也 
取締役兼執行役員 
（技術開発部長、CTO） 

執行役員 
（技術開発部長、CTO） 

及川 克彦 
取締役兼執行役員 
（研究開発部長、CRO） 

執行役員 
（研究開発部長、CRO） 

（注１）アンダーラインは異動部分 
 
（参考）平成 28 年６月 24 日以降の執行役員（取締役兼務を除く） 

氏    名 役    職 

服部 和德 常務執行役員（電子部品事業部長） 

鈴木 昌和 執行役員（QOL 研究所長） 

森田真一郎 執行役員（メディカル事業部長） 

溝口 克彦 執行役員（グンゼ開発㈱社長） 

佐藤 雅之 執行役員（グンゼスポーツ㈱社長） 

荒木 敬太 執行役員（アパレルカンパニーインナーウエア事業本部長） 

中野   努 執行役員（アパレルカンパニー次長兼営業本部長） 

 
（注２）ＣＥＯ     Chief Executive Officer（最高経営責任者） 

ＣＯＯ     Chief Operating Officer（最高執行責任者） 
ＣＨＯ   Chief Human-Resources Officer（人事担当） 
ＣＣＳＲＯ Chief CSR Officer（CSR 担当） 
ＣＭＯ   Chief Marketing Officer（マーケティング担当） 
ＣＦＯ   Chief Financial Officer（財務担当） 
ＣＭＡＯ  Chief Management & Accounting Officer（経営･管理担当） 
ＣＩＯ   Chief Information Officer（情報担当） 
ＣＣＯ   Chief Compliance Officer（コンプライアンス担当） 
ＣＴＯ   Chief Technical Officer（技術担当） 

ＣＲＯ   Chief Research and Development Officer（研究開発担当） 

 


	①16.05.12代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
	②16.05.12代表取締役および役員の異動に関するお知らせ別紙１
	③16.05.12代表取締役および役員の異動に関するお知らせ別紙２

