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                                   平成１８年２月２７日 

各 位 

                         上場会社名       井村屋製菓株式会社 

                         本社所在地 三重県津市高茶屋七丁目１番１号 

                         コード番号  ２２０９（東証・名証第二部） 

 

 

機構改革と人事異動（平成１８年４月１日付） 

             （平成１８年６月 下旬） 

  

 １、機構改革・人事異動の目的 

 今日の激しい経営環境の変化に対し、「スピード・顧客尊重・社会的責任」が経営の重要な要点

であると考え、持てる人的資源を有効に活用し、企業として最大効果を発揮し、継続性のあるしな

やかで強い組織を目指す。又、会社設立６０周年を目前にした一年間である７０期（H18/4-H19/3）

を新生井村屋創造への“つなぎ”を行う重要な一年として、機構改革と人事異動を行う。    

 

２、組織改正 

   １）業務構造改革は更に推し進め、激しく変化する経営環境への対応力を強化する。 

２）仕組みの改革に中心を置く業務構造改革とともにメーカーである基本的企業魅力は商品にあ

る。今一度商品に関わる全ての業務を見直し「商品力の向上」を大きなテーマとして実行す

る組織とする。 

３）つながり重視を目標に掲げ、全ての部門のつながりを大切にする事が最終的な顧客満足に“つ

ながる”ことを意識し活動する組織とする。（ムダ、ムリ、ロスの排除） 

４）顧客対応力を向上することを目的にマーケティング部門にマーケティング技術部を新設し、

顧客要求事項の正確な掌握を行い、マーチャンダイズ部門との素早い連携を行なう。 

   ５）市場変化への対応を行う事を目的に「ニュービジネス戦略部」を創設し業務用商品、植物性

商品（ＪｉＡｉ）の販売強化とともに、井村屋グループ商品のダイレクトマーケティングを

展開する。 

   ６）ＣＳＲは企業が果たすべき大きな責任である。ＩＳＯ９００１と１４００１のダブル認証を

果たし、その活用を通じてステークホルダーの皆さんへの約束を遵守し、安全安心の提供と

環境保全に取り組む。 

  ７）グループ関連会社＆カンパニー各社は、事業体の独自性を保持しつつ、全グループとの協調

協働を図り、連結を強く意識した経営に当たる。 

 

 ３、組織改正の内容 

「マーチャンダイズグループ」管掌、「マネジメントグループ・カンパニー・関連会社」管掌の

二つの管掌グループを新設し、下部組織にマーチャンダイズグループ（ＭＤグループ）、マー                                     



２ 

ケティンググループ（ＭＫグループ）、マネジメントグループ（ＭＮグループ）の三つのグル

ープを設置して井村屋グループ全体を組織化する。 

 

１）「マーチャンダイズグループ」管掌においては 

  マーチャンダイズグループ統括管掌は社長が管掌する。又、商品全般の技術支援と商品に 

関連する特命事項をサポートするスタッフとして「マーチャンダイズ技術顧問、社長特命 

担当」を配する。 

 

２）「マネジメントグループ・カンパニー・関連会社」管掌においては 

マネジメントグループ並びに３カンパニー、そして新設されるニュービジネス戦略部及び

４関連会社を管掌する。 

 

    ３）マーチャンダイズグループ（ＭＤグループ）においては 

      企業成長の要として位置付けた“商品力の向上”を社長直轄管掌の下、力強く実行し、顧

客満足の向上を図る。又、新グループ化に伴って、ユニットは発展的に解消する。 

       ①生産統括部を新設し 津工場、外製部、施設環境部を統括する。 

②購買・ロジスティックス統括部は購買部とロジスティックス部を有しこれを統括する。

ロジスティックス部にはＩＳＣＭ推進チームと物流チームの他に物流３Ｒ推進チー

ムを新設し、３Ｒのリユース、リデュース、リサイクルに取り組む。 

③マーチャンダイズ管理部を新設し、グループ全体の管理業務を担当する。主として 

ＩＥの推進、数値管理、決算管理、ＩＳＯ管理、技術企画統括にあたる。 

 

    ４）マーケティンググループ（ＭＫグループ）においては 

      トップマネジメントからの直轄組織となるが、グループ長の責任の下、さらなる顧客満足

の提供を行い、顕在化する利益の集中部門として市場に積極的なマーケティング活動を行

う。 

①ＭＫグループのスタッフとしてマーケティング技術部を新設する。市場の欲求する商

品意図を正確に読み取り、ＭＤグループとの連携を通じて素早い商品開発に活かし、

激しく変化する市場への対応力を強化する。   

       ②従来のマーケティング統括部をマーケティングサポート部と改称する。従来の機能に

加え、経営分析や経営提案力の発揮により、科学的、システム的な営業力の強化を図

る。 

       ③マーケティング統括部に所属した新規市場営業部は発展的に解消し、その機能をニュ

ービジネス戦略部に引き継ぐ。 

                                             

    ５）マネジメントグループ（ＭＮグループ）においては 

      経営企画室、総務部、財務部、システム部で構成される。ＣＳＲ、ＩＲ、コンプライアン

ス、人材の人財化、システム充実、広報、リスクマネジメントに力点を置き、全社的な統 
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括機能、サポート機能を強化する。 

① 新しい機能としてＭＮグループ長の統括責任の下、ＭＮグループが全社のＣＳＲ活動、

ＩＲ活動、法令遵守（コンプライアンス）を推進する。 

②ＩＳＯ９００１と１４００１の認証を通じてステークホルダーの皆さんへの約束を 

遵守し、安全安心の提供と環境保全に取り組む全社的推進を担う。 

 

 

 ４、人事異動 

 

    別表（４枚） 

           １）平成１８年４月 １日付 役員・執行役員人事 

           ２）平成１８年４月 １日付 部長級人事（１／２） 

           ３）平成１８年４月 １日付 部長級人事（２／２） 

           ４）平成１８年６月  下旬  役員・執行役員人事（定時株主総会終了後） 

 

 

                                  ＜お問合せ先＞ 

                            井村屋製菓株式会社 

                              総務部副部長   

脇田 元夫 

                             電話 ０５９（２３４）２１３１ 

                                          



№ 新　　　　　　　　　　　　　　職 旧　　　　　　　　　　　　　職 継　　　続　　　職 氏　　　名

代表取締役社長 代表取締役社長 代表取締役社長

マーチャンダイズグループ管掌兼シーズニングカンパニー長 マーケティング総括 兼・日本フード㈱代表取締役社長

兼・日本フード㈱代表取締役社長 兼・日本フード㈱代表取締役社長

専務取締役兼執行役員 専務取締役兼執行役員 専務取締役兼執行役員

マネジメントグループ・カンパニー・関連会社管掌
マネジメント＆カンパニーグループ担当兼カンパニー担当兼関連会社
担当

専務取締役兼執行役員 専務取締役兼執行役員 専務取締役兼執行役員

マーチャンダイズグループ技術顧問・社長特命担当 ユニット、技術、購買グループ担当

常務取締役執行役員 常務取締役執行役員 常務取締役執行役員

検査役室管掌　内部監査担当 総務・財務担当兼総務部長

執行役員 執行役員 執行役員

マネジメントグループ長兼財務部長(CSR・IR・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ担当） 財務部長 財務部長

兼・イムラ㈱【代表取締役社長就任予定】

執行役員 執行役員 執行役員

マーチャンダイズグループ長 加温冷菓ユニットマネジャー

執行役員 執行役員 執行役員

出向・㈱ポレア【専務取締役就任予定】 購買・外製統括部長

執行役員 執行役員 執行役員

マーケティンググループ長 マーケティング統括部長

執行役員 執行役員 執行役員

マーチャンダイズグループ副グループ長兼生産統括部長 菓子食品ＤＣユニットマネージャー兼施設環境部長

執行役員 執行役員 執行役員

マネジメントグループ副グループ長兼経営企画室長兼同お客様相談
ルーム長兼同ISO推進チーム長

経営企画室長兼同お客様相談ルーム長兼同ISO推進チーム長 経営企画室長兼同お客様相談ルー
ム長兼同ISO推進チーム長

執行役員 執行役員

出向・北京京日井村屋食品有限公司【副董事長兼総経理就任予定】 シーズニングカンパニー長兼同管理部長兼管理グループ長

中国ﾋﾞｼﾞﾈｽ担当　　　　　　　　　　

新任・執行役員
マーチャンダイズグループ副グループ長兼購買・ロジスティックス
統括部長
兼ロジスティックス部長 ロジスティックス部長 ロジスティックス部長

新任・執行役員

関東支店長 関東支店長 関東支店長
13

14

中島　伸子

井村屋製菓株式会社

1

2

発令日　：　平成18年４月１日付　役員・執行役員人事　　　　　　　　　　　　　　平成18年2月27日発信　　　　　問合せ先：総務部　　脇田元夫　059-234-2131

浅田　剛夫

下保　憲一

11

12

5

6

7

8

村田　清

菅沼　重元

中山　富夫

3

4

前山　健

執行役員

坂野　一男

9

10

寺田　勝

大杉　孝洋

竹田　節郎

山際　博生

大西　邦雄



№ 新　　　　　　　　　　　　　　職 旧　　　　　　　　　　　　　職 継　　　続　　　職 氏　　　名

マーケティング統括部副部長

マーケティング技術部長 菓子食品ＤＣユニットアシスタントマネージャー

北陸支店長 北陸支店販売課長

福岡支店副支店長 関西支店加温冷菓販売課長

関西支店次長 関西支店菓子食品ＤＣ販売課長

マーケティングサポート部長代理 マーケティング統括部加温冷菓マーケティングチーム長

マーチャンダイズ管理部長 ユニットサポートＭＯＴ推進役

商品開発部長 日本フード㈱出向（取締役　工場長）

商品開発部長代理 加温冷菓ユニットアシスタントマネジャー

生産統括部長代理兼津工場長兼施設環境部長 菓子食品ＤＣユニット生産チーム長

検査・Ｒ＆Ｄ部長 Ｒ＆Ｄ部長

検査・Ｒ＆Ｄ部副部長 チルドフーズカンパニー生産・品質管理グループ長

ロジスティックス部長代理 ロジスティックス部課長

総務部長 総務部副部長　　　　

チルドフーズカンパニー副カンパニー長 チルドフーズカンパニー事業サポートグループ長

井村屋製菓株式会社

1

発令日　：　平成18年４月１日付　部長級人事(1/2)　　　　　　　　　　　　　平成18年2月27日発信　　　　　問合せ先：総務部　　脇田元夫　059-234-2131

野口　純生
マーケティンググループ副グループ長兼マーケティングサポート
部長

2 丸谷　春生

3 野村　則行

4 江里　博夫

5 内田　吉雄

6 内川　敦文

7 戸澤　修美

12 潮田　敬郎

8 伊藤　宏規

9 中道　裕久

10 長谷川宣彦

11 藤城　克久

15 寺家　正昭

13 鵜飼　孝則

14 脇田　元夫



№ 新　　　　　　　　　　　　　　職 旧　　　　　　　　　　　　　職 継　　　続　　　職 氏　　　名

チルドフーズカンパニー生産グループ副グループ長 チルドフーズカンパニー生産・品質管理グループ副グループ長

シーズニングカンパニー副カンパニー長　カンパニー長代行 シーズニングカンパニー営業開発部長

シーズニングカンパニー営業開発グループ長（ＪＩＦ担当）

フードサービスカンパニー製造品質グループ長 フードサービスカンパニー長付品質担当（部長代理）

フードサービスカンパニーアンナミラーズ営業グループ長 フードサービスカンパニー副営業グループ長

ニュービジネス戦略部長 新規市場営業部長

イムラ株式会社へ出向（統括部長） 北陸支店長

JIFへ出向（部長）[JIF董事兼副総経理就任予定] シーズニングカンパニーＪＩＦ室長

井村屋製菓株式会社

16

発令日　：　平成18年４月１日付　部長級人事(2/2)　　　　　　　　　　　　　平成18年2月27日発信　　　　　問合せ先：総務部　　脇田元夫　059-234-2131

堀田　周央

17 朝倉　伸好

18 近藤　久嗣
シーズニングカンパニー営業開発部長代理

19 富田　剛司

20 田﨑　　栄

21 小竹　　是

22 遠藤　喜善

23 杉浦　正久



№ 新　　　　　　　　　　　職　　　（平成18年6月下旬） 旧　　　　　　　　　　職　　　（平成18年4月1日付） 継　　　続　　　職 氏　　　名

常務取締役兼執行役員 執行役員 執行役員

マネジメントグループ長兼財務部長(CSR・IR・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ担当） マネジメントグループ長兼財務部長(CSR・IR・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ担当）
マネジメントグループ長　兼　財務
部長

兼・イムラ㈱代表取締役社長 兼・イムラ㈱代表取締役社長 　(CSR・IR・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ担当）

常務取締役兼執行役員 執行役員 執行役員

マーチャンダイズグループ長 マーチャンダイズグループ長 マーチャンダイズグループ長

取締役兼執行役員 執行役員 執行役員

マーケティンググループ長 マーケティンググループ長 マーケティンググループ長

常任監査役 常務取締役兼執行役員

検査役室管掌　内部監査担当

監査役［社外監査役 非常勤］ 津市教育委員会委員長（平成１８年２月２０日退任）

顧問 専務取締役兼執行役員

マーチャンダイズグループ技術顧問・社長特命担当 マーチャンダイズグループ技術顧問・社長特命担当

常任監査役を退任 常任監査役

14

15

12

13

10

11

8

9

6 坂野　一男

7 落合　悦司

4 大杉　孝洋

5 土川　禮子

2 山際　博生

3 寺田　　勝

井村屋製菓株式会社

発令日　：　平成１８年６月下旬（当日開催予定の定時株主総会で人事異動が行われる予定）　役員・執行役員人事　　　　　　　平成１８年２月２７日発信　　　問合せ先：総務部　脇田元夫　０５９-２３４-２１３１

1 竹田　節郎


