
持続的成長を支える経営基盤

役員一覧
2017年6月22日現在

竹田 光広
代表取締役 社長執行役員 
指名・報酬等委員 

全事業部門を直轄するとともに全社の 
商品戦略を統括することで、 
経営理念である「世界に通用する 
新しい日本の生活文化の規範となる 
価値観の創造」を目指す。

1986年4月 
兼松江商株式会社入社
2004年4月 
兼松繊維株式会社 
欧米輸入製品部 部長
2005年9月 
当社入社
2006年7月 
当社ブランドビジネス本部 
本部長 兼 ブランドビジネス部 部長
2008年7月 
当社上席執行役員 
事業開発本部 本部長
2010年4月 
当社上席執行役員 
第一事業統括本部 統括本部長 
兼 ブランドビジネス本部 本部長
2010年6月 
当社取締役 常務執行役員 
第一事業統括本部 統括本部長 
兼 ブランドビジネス本部 本部長
2011年4月 
当社取締役 副社長執行役員 
第一事業統括本部 統括本部長 
兼 ブランドビジネス本部 本部長
2012年4月 
当社代表取締役 社長執行役員
2017年4月 
当社代表取締役 社長執行役員 商品戦略本部
担当（現任）

東 浩之
取締役 常務執行役員 
経営戦略本部担当 

経営企画、事業開発、海外展開、 
人材組織開発等を統括し戦略的、 
中長期的施策を実行する。 
 

1988年4月 
株式会社ワールド入社
1996年3月 
当社入社 社長室 人事課 課長
2000年4月 
当社人事部 部長 兼 経営戦略部 部長
2004年8月 
当社経営管理本部 副本部長 
兼 経営管理本部 経営戦略グループ  
グループ長
2005年10月 
当社社長室 室長 
兼 社長室 経営企画課 課長
2006年7月 
当社ユナイテッドアローズ本部 副本部長
2008年4月 
当社ユナイテッドアローズ本部 本部長
2008年7月 
当社上席執行役員 
ユナイテッドアローズ本部 本部長
2012年6月 
当社取締役 常務執行役員 
第一事業統括本部 統括本部長
2015年7月 
当社取締役 常務執行役員 
経営戦略本部担当（現任）

藤澤 光徳
取締役 専務執行役員 
事業支援本部担当 
株式会社コーエン 代表取締役 社長

全社の物流、IT、EC等の 
戦略を推進するとともに、 
株式会社コーエンの代表取締役として、 
同社の中長期的な成長拡大を目指す。 

1990年3月 
当社入社
2005年10月 
当社グリーンレーベル リラクシング本部 
本部長
2008年7月 
当社上席執行役員 
グリーンレーベル リラクシング本部 本部長
2010年4月 
当社上席執行役員 
第二事業統括本部 統括本部長 
兼 グリーンレーベル リラクシング本部  
本部長
2010年6月 
当社取締役 常務執行役員 
第二事業統括本部 統括本部長 
兼 グリーンレーベル リラクシング本部  
本部長
2011年4月 
当社取締役 専務執行役員 
第二事業統括本部 統括本部長 
兼 チャネル開発本部担当
2017年4月 
当社取締役 専務執行役員 
事業支援本部担当（現任） 
株式会社コーエン 代表取締役 社長（現任）

小泉 正己
取締役 専務執行役員 
管理本部担当 兼 IR室担当 

経営管理、コーポレートガバナンス、
コンプライアンスを統括し、 
全社の管理基盤を強化する。 
 

1995年7月 
当社入社
2000年4月 
当社財務部 部長
2004年12月 
株式会社ネットプライス 監査役
2006年6月 
当社取締役
2007年7月 
当社取締役 管理本部 本部長 
兼 財務経理部 部長
2008年7月 
当社取締役 常務執行役員 
管理本部 本部長
2012年4月 
当社取締役 専務執行役員 
管理本部 本部長 兼 計画管理室担当
2015年4月 
当社取締役 専務執行役員 
管理本部担当 兼 IR室担当（現任）

酒井 由香里
社外取締役 
常勤監査等委員（委員長） 
指名・報酬等委員（委員長）

財務・会計の知識を含む豊富な 
金融関連知識および他社の 
取締役・監査役等の経験を有する。 
これらの知識や経験を経営の監督強化
や透明性、効率性の向上に活かす。

1991年4月 
野村證券株式会社入社 
（1997年9月に退職）
2005年6月 
当社常勤社外監査役
2013年9月 
株式会社ビューティ花壇 社外監査役（現任）
2016年6月 
当社社外取締役 常勤監査等委員（現任）

石綿 学
社外取締役 
監査等委員 
指名・報酬等委員

コーポレートガバナンス、資本政策、 
国内外のM&Aに精通する弁護士。 
豊富な知識と経験を当社の 
コーポレートガバナンスや 
コンプライアンスの強化に活かす。

1997年4月 
弁護士登録（第二東京弁護士会） 
森綜合法律事務所 
（現 森・濱田松本法律事務所）入所
2001年9月～ 2002年8月 
アメリカ合衆国ニューヨーク市 
Davis Polk & Wardwell 法律事務所で執務
2002年6月 
ニューヨーク州弁護士登録
2004年9月 
経済産業省「企業価値研究会」委員
2005年1月 
森・濱田松本法律事務所 
パートナー弁護士（現任）
2005年7月 
金融審議会金融分科会 
第一部会公開買付制度 
ワーキンググループ専門委員
2007年4月 
京都大学法科大学院 非常勤講師
2008年6月 
ゼビオ株式会社（現ゼビオホールディングス 
株式会社）社外取締役（現任）
2010年4月 
金融庁「コーポレート・ガバナンス連絡会議」
メンバー
2011年9月 
金融庁「開示制度ワーキンググループ 法制専
門研究会」委員
2013年6月 
当社社外取締役
2016年6月
当社社外取締役 監査等委員（現任）

西川 英彦
社外取締役 
監査等委員 
指名・報酬等委員

ファッション業界および小売業界での 
豊富な経験や大学教授としての 
幅広い知見を有する。 
豊富な経験と知識を当社の健全で 
効率的な経営の推進に活かす。

1985年4月 
株式会社ワールド入社
2000年7月 
ムジ・ネット株式会社 営業部長 兼 業務部長
2001年4月 
ムジ・ネット株式会社 取締役
2005年4月 
立命館大学経営学部 助教授
2007年4月 
立命館大学経営学部 准教授
2008年4月 
立命館大学経営学部 教授
2010年4月 
法政大学経営学部 
兼 大学院経営学研究科 教授（現任）
2012年8月 
日本マーケティング学会 常任理事
2015年4月 
法政大学大学院経営学研究科長
2015年6月 
当社社外取締役
2015年10月 
株式会社碩学舎 代表取締役（現任）
2016年6月 
当社社外取締役 監査等委員（現任）
2017年4月 
日本マーケティング学会 副会長（現任）
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