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平成 30年 1月 23日 

各 位 

 

 

 

代表取締役の異動ならびに取締役および監査役の異動に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動ならびに取締役および監査役の異動

について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、本件につきましては、平成30年3月29日開催予定の第64回定時株主総会および同総会終了

後の取締役会において、正式決定いたします。 

記 

１．代表取締役の異動（平成 30年 3月 29日付） 

（１）異動の理由 

当社グループは、中期経営計画「ASICS Growth Plan (AGP) 2020」を推進しておりますが、新

たなグループ経営体制を構築し、グローバルレベルでの更なる事業の強化・拡大を図るものです。 

 

（２）異動の内容 

氏名 新 現 

尾山 基 代表取締役会長ＣＥＯ 代表取締役会長兼社長ＣＥＯ 

廣田 康人 代表取締役社長ＣＯＯ 顧 問 

 

  

会社名 株式会社アシックス 

代表者名 代表取締役会長兼社長ＣＥＯ 尾山  基 

（コード番号：7936 東証第一部） 

問合せ先 執行役員人事総務統括部長 馬渕 裕次 

TEL. (078) 303－6888 
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（３）新任代表取締役の略歴 

氏  名 廣田 康人（ひろた やすひと） 

出 身 地 愛知県 

学  歴 早稲田大学政治経済学部卒業 

生年月日 昭和 31年 11月 5日 

略  歴 昭和 55年 4月 三菱商事株式会社入社 

  平成 22年 4月 同社執行役員・総務部長 

平成 23年 4月 同社執行役員・コーポレート担当役員補佐、総務部長 

平成 26年 4月 同社常務執行役員・コーポレート担当役員(広報、総務、 

環境・CSR、法務、人事) 

平成 26年 6月 同社代表取締役常務執行役員・コーポレート担当役員(広報、

総務、環境・CSR、法務、人事) 

平成 28年 4月 同社代表取締役常務執行役員・コーポレート担当役員(広報、

総務、環境・CSR、法務、人事)、チーフ・コンプライアンス・

オフィサー 

平成 29年 4月 同社代表取締役常務執行役員・コーポレート担当役員（国内）、 

関西支社長 

  平成 30年 1月 当社顧問、現在に至る 

所有株式数 0株 

 

 

２．その他役員の異動（平成 30年３月 29日付） 

（１）新任取締役候補者 

   取締役     中野 北斗（現 当社顧問） 

取締役     松下 直樹（現 当社執行役員） 

   取締役（社外） 角 和夫 

 

（２）新任監査役候補者 

   監査役（社外） 須藤 実和 

 

（３）退任予定役員 

   取締役     加藤 克巳（退任後の予定 当社顧問） 

   取締役     加藤 勲（退任後の予定 当社顧問、山陰アシックス工業株式会社顧問） 

   取締役（社外） 梶原 謙治 

   監査役（社外） 三屋 裕子 

 

  



3 

 

（新任取締役候補者の略歴） 

中野 北斗（なかの ほくと 昭和 34年 12月 22日生） 

昭和 58年 4月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 

平成 14年 4月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行） 

市場企画部欧州資金室（ロンドン）参事役 

 平成 16年 5月 同行国際為替部次長 

 平成 20年 4月 同行グローバルクレジット投資部長 

 平成 21年 4月 同行国際為替部長 

 平成 22年 4月 同行執行役員・国際為替部長 

 平成 26年 4月 同行常務執行役員・東アジア地域ユニット長 

 平成 27年 10月 株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員・東アジア地域 

   ユニット長 

平成 28年 4月 みずほ証券株式会社常務執行役員・グローバルマーケッツ部門副部門

長（海外・市場業務統括・大企業財務戦略企画業務統括） 

平成 30年 1月 当社顧問、現在に至る 

 

松下 直樹（まつした なおき 昭和 34年 5月 1日生） 

昭和 56年 4月 当社入社 

平成 22年 4月 当社マーケティング統括部陸上・ランニングプロモーション部長 

平成 24年 4月 当社アシックスジャパン本部マーケティング統括部フィールドスポー 

ツプロモーション部長 

平成 25年 1月 アシックスジャパン株式会社マーケティング本部マーケティング統

  括部長 

平成 26年 4月 アシックスジャパン株式会社取締役・マーケティング統括部長 

平成 27年 5月 当社グローバルブランドマーケティング統括部スポーツマーケティン 

グ室長兼アシックスジャパン株式会社取締役・マーケティング統括部長 

平成 28年 5月 アシックスジャパン株式会社取締役 

平成 29年 1月 当社グローバルスポーツマーケティング統括部長兼スポーツマーケ 

   ティング部長兼アシックスジャパン株式会社取締役 

平成 30年 1月 当社執行役員・スポーツマーケティング統括部長、現在に至る 
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 角 和夫（すみ かずお 昭和 24年 4月 19日生） 

昭和 48年 4月 阪急電鉄株式会社入社 

平成 12年 6月 同社取締役・鉄道事業本部長 

平成 14年 4月 同社取締役・鉄道事業本部長兼統括本部長 

平成 14年 6月 同社常務取締役・鉄道事業本部・統括本部担当 

平成 15年 6月 同社代表取締役社長 

平成 17年 4月 阪急ホールディングス株式会社代表取締役社長 

平成 18年 10月 阪急阪神ホールディングス株式会社代表取締役社長 

平成 19年 10月 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社取締役 

平成 26年 3月 阪急電鉄株式会社代表取締役会長 

平成 27年 4月 株式会社東京楽天地取締役（社外） 

平成 28年 5月 東宝株式会社取締役（社外） 

平成 29年 6月 阪急阪神ホールディングス株式会社代表取締役会長グループＣＥＯ 

   現在に至る 

 

 

（新任監査役候補者の略歴） 

 須藤 実和（すとう みわ 昭和 38年 8月 17日生） 

昭和 63年 4月 株式会社博報堂入社 

平成 3年 10月 アーサー・アンダーセン（現有限責任あずさ監査法人）入所 

平成 7年 4月 公認会計士登録 

平成 8年 10月 シュローダー・ピーティーヴィ・パートナーズ株式会社（現株式会社

MKSパートナーズ）入社 

平成 9年 11月 ベイン・アンド・カンパニー入社 

平成 13年 1月 同社パートナー 

平成 18年 4月 株式会社プラネットプラン設立 代表取締役 

平成 20年 4月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授 

平成 24年 5月 株式会社じげん取締役（社外） 

平成 28年 6月 株式会社エー・ディー・ワークス取締役（社外） 

平成 29年 6月 公益財団法人日本バレーボール協会理事、現在に至る 

 

以 上 


