
1 

 

 

平成 22 年３月 12 日 

各  位 

会 社 名 株式会社アシックス 

代表者名 代表取締役社長    尾山 基 

（コード番号：7936 東証第一部・大証第一部） 

問合せ先 取締役・管理統括部長兼研究部門担当 

兼管理統括部法務部長 佐野 俊之 

TEL．(078) 303－2213 

 

執行役員制度の導入、機構改革および人事異動ならびに事業所の名称変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 22 年 3 月 12 日開催の取締役会において、執行役員制度の導入、機構改革および

人事異動ならびに事業所の名称変更について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた

します。 

記 

 

１．執行役員制度の導入 

目的 

事業規模拡大とグローバルレベルの経営環境変化に対応するために、執行役員制度の導入に

より、経営と執行を中期的に分離し、経営のスピードアップと業務執行体制の強化を図りま

す。加えて、重要業務の執行を執行役員に委ねることで次期の経営層を育成します。 

 

制度の概要 

（１）執行役員の選任・解任は、取締役会が行います。また、取締役が兼務することおよび委

任契約に基づいて選任することがあります。 

（２）執行役員の任期は、1年間とします。 

 

導入時期 

平成 22 年４月１日より導入します。 

 

２．機構改革（平成 22 年４月１日付） 

目的 

（１）世界本社機能の強化（製品力／組織力の強化） 

（２）国内販売力の強化 

 

３．取締役の役職変更（平成 22 年４月１日付） 

氏 名 新 旧 

清水 裕一郎 取締役常務執行役員 アパレル・エク

ィップメント統括部長 

常務取締役 アパレル・エクィップメ

ント統括部長 

池﨑 俊郎 取締役常務執行役員 フットウエア

統括部長 

取締役 フットウエア統括部長 

織田 信雄 取締役執行役員 アシックスアメリ

カコーポレーション代表取締役会長 

取締役 アシックスアメリカコーポ

レーション代表取締役会長 

千原 芳雄 取締役執行役員 国内営業本部長 

 

取締役 国内営業本部長 

松尾 和人 取締役執行役員 国内営業本部副本

部長 兼 東日本営業統括部長 兼

ナショナルチェーン営業統括部長 

取締役 国内営業本部副本部長 兼

東日本営業統括部長 兼 関東支社

長 兼 ナショナルチェーン営業統

括部長 

佐野 俊之 取締役執行役員 管理統括部長 兼

研究部門担当 

取締役 管理統括部長 兼 研究部

門担当 兼 管理統括部法務部長 
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４．新任執行役員（平成 22 年４月１日付） 

氏 名 新 旧 

加藤 克巳 執行役員 グローバル事業室長 ＡＳＩＣＳ ＥＵＲＯＰＥ B．V．出

向 代表取締役社長 

橋本 幸亮 執行役員 経営企画室長 

 

経営企画室長 

長谷 義昭 執行役員 フットウエア統括部 副

統括部長（生産担当） 

フットウエア統括部副統括部長 兼

生産管理部長 

土方 政雄 執行役員 マーケティング統括部長 

 

マーケティング統括部長 

渡辺 博司 執行役員 プロダクトマーケティン

グ統括部長 兼 アスレチック・スポ

ーツスタイルプロダクトマーケティ

ング部長 兼 デザインセンター長 

プロダクトマーケティング統括部長

兼 アスレチック・スポーツスタイル

プロダクトマーケティング部長 兼

デザインセンター長 

平本 博 執行役員 国内営業本部国内営業統

括部長 

国内営業本部国内営業統括部長 

稗田 甲二 執行役員 国内営業本部西日本営業

統括部長 

国内営業本部西日本営業統括部長

兼 関西支社長 

井上 忠史 執行役員 アジア・パシフィック統括

室長 

アジア・パシフィック統括室長 

池田 新 執行役員 アシックスオセアニア

PTY.LTD.代表取締役社長 

アシックスオセアニア PTY.LTD.代表

取締役社長 

 

５．その他重要な異動（平成 22 年４月１日付） 

氏 名 新 旧 

吉見 乃厚   内部監査室長 内部監査室海外監査チームマネジャ

ー 

稲葉 光彦 管理統括部副統括部長（業務改革担

当） 兼 グローバル物流推進室長 

内部監査室長 

加藤 勲 管理統括部経理財務部長 

 

管理統括部経理部長 

原  宏一 管理統括部法務部長 管理統括部人事総務部総務チームマ

ネジャー 

丸山 博之 マーケティング統括部副統括部長（プ

ロモーション担当）兼インドア・アス

レチックプロモーション部長 

マーケティング統括部プロモーショ

ン部長 

松下 直樹 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 兼 ランニ

ングチームマネジャー 

関西支社ユービッククリエイション

販売部長 兼 業務推進チームマネ

ジャー 

原田 隆彦 マーケティング統括部フィールド・ア

スレチックプロモーション部長 

マーケティング統括部プロモーショ

ン部サッカー・フットサルチームマネ

ジャー 

西脇 剛史 スポーツ工学研究所副所長 兼 機

能研究部長 

スポーツ工学研究所機能研究部長 

岡田 義広 フットウエア統括部ウォーキング開

発部長 

ＡＳＩＣＳ ｄｏ ＢＲＡＳＩＬ

ＬＴＤＡ 出向 代表取締役社長 

小幡 俊夫  フットウエア統括部生産管理部長 

 

フットウエア統括部参事 

能勢 忠敏 フットウエア統括部品質管理部長 

 

フットウエア統括部生産技術部長 

中山 和佳男 フットウエア統括部技術部長 フットウエア統括部ウォーキング開

発部長 
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氏 名 新 旧 

大薮 芳孝 アパレル・エクィップメント統括部ア

スレチック開発部長 兼 ランニン

グ・スイム開発部長 

アパレル・エクィップメント統括部ア

スレチック開発部長 

江崎 敦 国内営業本部国内営業統括部統括推

進室長 

国内営業本部国内営業統括部営業企

画部長 

端  義夫 国内営業本部国内営業統括部営業企

画部長 

関東支社ライフスタイル販売部長 

 

山際 昭宏 国内営業本部国内営業統括部販売計

画部長 

国内営業本部国内営業統括部営業管

理部長 兼 販社支援チームマネジ

ャー 

秋月 健 国内営業本部国内営業統括部お客様

相談室長 

社長室広報チームマネジャー 

山根 至 国内営業本部東日本営業統括部東京

支社長 

国内営業本部東日本営業統括部東日

本営業統括室長 兼 関東支社エリ

アスポーツ販売部長 

丹羽 秀嗣 国内営業本部東日本営業統括部東日

本営業統括室長 

ナショナルチェーン営業統括部ナシ

ョナルチェーン販売部フロント推進

チームマネジャー 

中西 正 東京支社エリアスポーツ販売部長 

 

関東支社チェーンスポーツ販売部長 

久野 彰也 東京支社チェーンスポーツ販売部長 関東支社ユービッククリエイション

販売部販売チームマネジャー 

遠藤 裕司 東京支社ライフスタイル販売部長 関東支社ライフスタイル販売部第２

販売チームマネジャー 

杉本 欣也 東京支社ユービッククリエイション

販売部長 

関東支社エリアスポーツ販売部第１

販売チームマネジャー 

西田 明男 国内営業本部西日本営業統括部関西

支社長 兼 法人営業部長 

関西支社法人営業部長 

末広 彰久 関西支社エリアスポーツ販売部長 

 

関西支社チェーンスポーツ販売部長 

平野 弘 関西支社チェーンスポーツ販売部長 関西支社エリアスポーツ販売部第２

販売チームマネジャー 

酒井 克巳 関西支社ユービッククリエイション

販売部長 兼 業務推進チームマネ

ジャー 

関西支社法人営業部第１販売チーム

マネジャー 

 

（平成 22 年６月 16 日付） 

氏 名 新 旧 

大薮 芳孝 アパレル・エクィップメント統括部ア

スレチック開発部長  

アパレル・エクィップメント統括部ア

スレチック開発部長 兼 ランニン

グ・スイム開発部長 

久米 勝利 アパレル・エクィップメント統括部ラ

ンニング・スイム開発部長 

江蘇愛世克私有限公司出向 

 

６．事業所の名称変更（平成 22 年４月１日付） 

新名称 旧名称 

株式会社アシックス東京支社 

 

株式会社アシックス関東支社 

 

以上 


