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「組織改正」および「人事異動」のお知らせ

               

１．組織改正（４月１日付）

１） 本社の組織改正

① 総務部（大阪）を廃止する。

②　経理部の機能を分割し、決算・会計・税務機能を経営企画部に移管した上で、経理部を財務部と改称する。

③　審査部の機能を総務部に統合し、審査部を廃し総務部審査グループとする。

２） 国際事業本部の改組

①

②　事業開発本部には事業開発第一部と事業開発第二部を置く。

３） 営業本部の組織改正

①　イノスの事業体制を見直し、人員・損益とも支店から切り離す。

②　開発営業部を新設する。

③ 支店組織を見直し、従来の支店内営業所を独立営業所として支店と同格とする。　

④　全国を4ブロックに分け、それぞれのブロック内の支店・営業所を統括する営業部を設ける。

４） 住宅本部の組織改正

①　資材物流部事務センターを廃止する。

②

　当社は、平成１８年３月３１日開催の取締役会において、以下のとおり、４月１日付組織改正および人事異動を決
定し、また、６月２７日付役員人事を内定しましたので、お知らせ致します。
　なお、６月２７日付役員人事は同日開催予定の第６６期定時株主総会及び総会終了後の取締役会において、
正式に決定いたします。

国際事業本部を廃し、海外事業統括機能に、国内の建材製造事業統括機能をあわせもつ事業開発本部
を設置する。

大都市圏の支店形態を見直し、東京エリアにおいては、首都圏住宅事業部は廃止し、支店＋お客様セ
ンター＋生産センター体制に、神奈川住宅営業部・大阪住宅営業部・神戸住宅営業部は廃止・分割
し、支店＋生産センター体制とする。
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２．人事異動(４月１日付）

（１）役員の担当、委嘱業務等の異動　（４月１日付）　　　　　  ＊下線部が変更部分

＜新＞ ＜旧＞

代表取締役 取締役 たかはし　しょういち

専務執行役員 専務執行役員 髙橋　渉一 　　　　

環境経営・知的財産・山林　担当 営業本部長

営業本部長　委嘱 兼　同本部建材部長　委嘱

取締役 取締役 のせ　ひでき

常務執行役員 常務執行役員 能勢　秀樹

集合住宅本部長　委嘱 国際事業本部長　　委嘱

取締役 取締役 かみやま　ひでゆき

常務執行役員 常務執行役員 上山　英之

筑波研究　担当 住宅本部長　委嘱

住宅本部長　委嘱

いのうえ　まもる

常務執行役員 執行役員 井上　守

事業開発本部長　委嘱 安宅建材（株）　代表取締役社長

しおざき　しげひこ

常務執行役員 執行役員 塩崎　繁彦

総務・業務監理　担当 人事部長　委嘱

人事部長　委嘱

はやの　ひとし

常務執行役員 執行役員 早野　均

財務・まちづくり事業　担当 経営企画部長　委嘱

経営企画部長　委嘱

あんどう　ひろし

常務執行役員就任 旧　安宅建材（株） 安藤　浩

営業本部副本部長　委嘱

取締役 代表取締役 すがの　かんじ

執行役員 執行役員副社長 菅野　寛治 　　　　

社長付 社長全般補佐

経営企画・総務・人事・経理・審査

情報システム・お客様相談・業務監理

担当

取締役 代表取締役 うえだ　あきひろ

執行役員 執行役員副社長 植田　晃博 　　　　

サン･ステップ（株）　代表取締役副社長 集合住宅本部長　委嘱
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取締役 取締役 かい　かずお

執行役員 専務執行役員 甲斐　和男

社長付 社長付

かない　ひでお

執行役員 常務執行役員 金井　英夫 　　　　

社長付 環境経営・知的財産・山林・筑波研究

担当

みやけ　しんいち

執行役員 執行役員 三宅　晨一

社長付 山林部長　委嘱

いしわたり　やすよし

執行役員 執行役員 石渡　裕祥

スミリンエンタープライズ（株） 代表取締役社長 集合住宅本部副本部長

兼　同本部業務推進部長　委嘱

（２）部室長・支店長等の人事異動（４月１日付）

＜新＞ ＜旧＞

財務部長 経理部　グループマネージャー 長　和夫

環境経営部長　 国際事業本部国際事業部長　 田中　秀和

兼　Ａ．Ｍ．Ｉ．　取締役

お客様相談室長 情報システム部　グループマネージャー 岡田　周二

山林部長 審査部長 矢作　和重

営業本部建材部長 旧　安宅建材（株） 古川　康則

営業本部北日本営業部長　 営業本部木材部製品Ｇ　グループマネージャー 津田　善正

兼　北日本営業部東北支店長　

営業本部東日本営業部長　 営業本部東京営業部長 井崎　則洋

兼　東日本営業部東京支店長

営業本部中部営業部長 旧　安宅建材（株） 西村　馨

営業本部西日本営業部長 営業本部大阪営業部長 蘇木　啓正

営業本部開発営業部長 ㈱サン・ステップ　代表取締役専務 波多　健二

営業本部東日本営業部北関東支店長　 旧　安宅建材（株） 小松　正明
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営業本部東日本営業部東関東支店長　 営業本部東京営業部東関東営業所長 瀧　秀明

営業本部東日本営業部神奈川支店長　 旧　安宅建材（株） 田伏　正幸

営業本部東日本営業部静岡支店長 営業本部東京営業部建材・パネルＧ　主席 沼田　浩和

営業本部中部営業部北陸支店長　 旧　安宅建材（株） 三好　利裕

営業本部西日本営業部関西支店長 旧　安宅建材（株） 宮崎　龍一

営業本部西日本営業部中国支店長　 旧　安宅建材（株） 丸岡　敏彦

兼　製品Ｇ　主席

事業開発本部事業開発第一部長　 環境経営部長 正田　良三

事業開発本部事業開発第二部長　 営業本部木材部シアトル出張所長 武藤　英太

兼　国際事業本部国際事業部シアトル出張所長

住宅本部住宅人事部長　 安宅建材㈱事務従事 清水　孝一

住宅本部品質保証部長　 スミリン建設㈱ 常務取締役 鈴木　誠司

住宅本部横浜支店長 住宅本部神奈川住宅営業部長 石田　謹吾

住宅本部横浜北支店長　 住宅本部神奈川住宅営業部営業Ｇ　 中村　俊裕

グループマネージャー　兼　横浜北営業所長

住宅本部湘南支店長　 住宅本部小山支店営業Ｇ　 櫻井　哲典

グループマネージャー

兼　営業Ｇマーケティングチーム

チームマネージャー

住宅本部首都圏生産管理センター長　 住宅本部首都圏住宅事業部生産管理センター　 小林　哲也

グループマネージャー

住宅本部千葉住宅営業部長　 住宅本部成田支店長 村岡　照生

兼　営業Ｇ　グループマネージャー

住宅本部成田支店長　 住宅本部住宅人事部　グループマネージャー 秋田　純典

住宅本部大阪支店長　 住宅本部神戸住宅営業部長 後呂　充

住宅本部大阪北支店長　 住宅本部大阪住宅営業部設計Ｇ 大澤　康人

グループマネージャー

住宅本部大阪南支店長　 住宅本部山口支店長　兼　お客様G 松井　康彦

グループマネージャー

住宅本部阪南支店長 住宅本部大阪南支店営業Ｇ　 中村　雅彦
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グループマネージャー　

兼　営業Ｇマーケティングチーム　

チームマネージャー

住宅本部神戸支店長　 住宅本部神戸住宅営業部営業Ｇ　 橋　郁郎

グループマネージャー

住宅本部阪神支店長　 住宅本部神戸住宅営業部阪神営業所長 松元　栄一郎

住宅本部近畿生産管理センター長　 住宅本部大阪住宅営業部生産Ｇ　 大西　義広

グループマネージャー

住宅本部山口支店長　 住宅本部広島支店営業Ｇ 山田　昌義

グループマネージャー

住宅本部高松支店長　 住宅本部松山支店営業Ｇ　 原　洋二

グループマネージャー　

兼　営業Ｇマーケティングチーム　

チームマネージャー

住宅本部中京生産管理センター長　 住宅本部名古屋住宅営業部生産Ｇ　 草場　勇

グループマネージャー

集合住宅本部業務推進部長 経理部長 梅咲　直照

集合住宅本部大阪営業部長　 住宅本部高松支店長 吉原　誠

集合住宅本部名古屋営業部長 集合住宅本部東京営業部埼玉営業所長 中澤　俊勝

兼　営業Ｇ　グループマネージャー

スミリンビジネスサービス㈱ 代表取締役社長 住宅本部住宅人事部長 中西　大二

㈱井桁藤　代表取締役社長 旧　安宅建材（株） 高山　忠

㈱ニヘイ　代表取締役社長 旧　安宅建材（株） 長谷川　忠

スミリンベーステクノ㈱　代表取締役社長 西日本スミリンベーステクノ㈱　代表取締役社長 小島　明男

住友林業建築技術専門校　校長 お客様相談室長 北村　重義

３．人事異動(６月２７日付予定）　
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（１）役員の異動 (６月２７日付予定）                       

＜新＞ ＜旧＞

取締役就任 いのうえ　まもる

常務執行役員 常務執行役員 井上　守

事業開発本部長　委嘱 事業開発本部長　委嘱

取締役就任 しおざき　しげひこ

常務執行役員 常務執行役員 塩崎　繁彦

総務・業務監理　担当 総務・業務監理　担当

人事部長　委嘱 人事部長　委嘱

取締役就任 はやの　ひとし

常務執行役員 常務執行役員 早野　均

財務・まちづくり事業　担当 財務・まちづくり事業　担当

経営企画部長　委嘱 経営企画部長　委嘱

退任 取締役 すがの　かんじ

退任（特別顧問就任） 執行役員 菅野　寛治 　　　　

社長付 社長付

退任 取締役 うえだ　あきひろ

退任（特別顧問就任） 執行役員 植田　晃博 　　　　

サン･ステップ（株） 　代表取締役副社長 サン･ステップ（株） 　代表取締役副社長

退任 取締役 かい　かずお

退任（顧問就任） 執行役員 甲斐　和男

総務部付属 社長付

かない　ひでお

退任（嘱託） 執行役員 金井　英夫 　　　　

住友林業ホームサービス（株）　相談役 社長付

みやけ　しんいち

退任（嘱託） 執行役員 三宅　晨一

住友林業フォレストサービス（株）　相談役 社長付

新居浜駐在　兼　総務部付属

たけした　かおる

執行役員就任 竹下　薫

住友林業ツーバイフォー（株）　代表取締役社長
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たかた　こうじ

執行役員就任 髙田　幸治

住友林業クレスト（株）　代表取締役社長

わたべ　ひでお

執行役員就任 渡部　日出雄

集合住宅本部副本部長

兼　同本部東京営業部長　委嘱

やまもと　やすゆき

執行役員就任 山本　泰之

住宅本部副本部長

兼　同本部商品開発部長　兼　技術部長　委嘱

（２）新任予定取締役

いのうえ　まもる

取締役 井上　守

しおざき　しげひこ

取締役 塩崎　繁彦

はやの　ひとし

取締役 早野　均

（３）退任予定取締役

すがの　かんじ

退任 取締役 菅野　寛治 　　　　

特別顧問に就任

うえだ　あきひろ

退任 取締役 植田　晃博 　　　　

特別顧問に就任

かい　かずお

退任 取締役 甲斐　和男

顧問に就任

＜参考＞

６月２７日以降、上記就退任に伴い、取締役、執行役員は次の通りとなります。
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（取締役）

矢野　龍　　　　　　 取締役社長

髙橋　渉一　　　　　 取締役

能勢　秀樹 取締役

上山　英之 取締役

井上　守 取締役

塩崎　繁彦 取締役

早野　均 取締役 計７名

（執行役員）

矢野　龍　　　　　　 執行役員社長

髙橋　渉一　　　　　 専務執行役員

能勢　秀樹 常務執行役員

上山　英之 常務執行役員

井上　守 常務執行役員

塩崎　繁彦 常務執行役員

早野　均 常務執行役員

安藤　浩 常務執行役員

髙山　隆一　　　　　 執行役員

石渡　裕祥 執行役員

西村　政廣 執行役員

豊田　丈輔 執行役員

竹下　薫 執行役員

髙田　幸治 執行役員

渡部　日出雄 執行役員

山本　泰之 執行役員 計１６名

以　上
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