
 
平成 19年 12月 3日 

  各   位 
                                会社名 日 本 マ タ イ 株 式 会 社 
                  代表者  取締役社長   内 田 増 幸 
                  （コード番号  8042  東証第 1部） 
                  問合せ先 取締役総務・人事部長 西山 博文 
                  （TEL 03－3843－2111） 
 

人事異動および組織変更のお知らせ 
 
  当社は、このたび次のとおり人事異動および組織変更をおこないますのでご通知いたし
ます。 
 

【人事異動】 

１．[発令の日付]        平成 19年 12月 24日 
２．[異動の対象者] 
 
［新職］                        ［旧職］                     ［氏名］ 
 
▽執行役員           執行役員           西浦  正 
技術開発本部長        技術開発本部長 
 兼 開発センター長 
 
 
１．[発令の日付]        平成 20年 1月 1日 
２．[異動の対象者] 
 
［新職］                        ［旧職］                     ［氏名］ 
 
▽専務取締役          常務取締役          正井 長雄 
統括本部           営業部門担当 
 兼 柳沢マタイ㈱       兼 柳沢マタイ㈱ 
   代表取締役社長        代表取締役社長 
兼 常熟瑪泰包装制品     兼 常熟瑪泰包装制品 
   有限公司 董事長       有限公司 董事長 
 



［新職］                        ［旧職］                     ［氏名］ 
 
▽常務取締役          取締役            森口 武俊 
 統括本部           兼 執行役員 
 兼 マタイ東北㈱         農業資材事業部長 
   代表取締役社長      兼 マタイ東北㈱ 
                  代表取締役社長 
 
▽常務取締役          取締役            鈴木 晋次 

統括本部           財務部長 
 
▽取締役            取締役            菅原 久夫 
兼 執行役員         兼 執行役員 
ラミネート事業部長      国際事業部長 

 兼 MATAI(U.S.A.)INC.    兼 MATAI(U.S.A.)INC. 
   取締役社長          取締役社長 
 兼 上海瑪岱貿易有限公司 
   董事長 
 
▽取締役            取締役            富田 守雄 

生産部門担当         兼 執行役員 

               生産本部長 

               兼 埼玉工場長 
 
▽取締役            取締役            西山 博文 

総務・人事部長        総務・人事部長 
 兼 経営企画部長       兼 総合企画部長 

兼 マタイリソース㈱     兼 マタイリソース㈱ 

   代表取締役社長        代表取締役社長 

 
▽取締役            取締役            長山  篤 
兼 執行役員         兼 執行役員 
  国際事業部長         ラミネート事業部長 
 兼 ﾌﾚｽｺ･ｼｽﾃﾑ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱    兼 ﾌﾚｽｺ･ｼｽﾃﾑ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 

代表取締役社長        代表取締役社長 
 
 



［新職］                        ［旧職］                     ［氏名］ 
 
▽執行役員           執行役員           歌田  環 
財務部長           財務部付 部長 
 兼 財務グループリーダー   兼 財務グループリーダー 
 
▽執行役員           包装事業部          坂田 達也 

コンテナ事業部長       副事業部長 

               兼 コンテナ営業部長 

               兼 業務課長 
 
▽執行役員           農業資材事業部        大出 恵三 

農業資材事業部長       副事業部長 
 兼 農業資材部長       兼 農業資材営業部長 
 
▽執行役員           生産本部           坂田 秀夫 

生産統括部長         生産統括部長 
                兼 技術開発本部 
                  生産技術部長 
 
▽ラミネート事業部長付     ラミネート事業部       奥井 健二 
部長             軽ラミネート営業部長 

 
▽ラミネート事業部       ラミネート事業部       村上 純一 
東京ラミネート部長      重ラミネート営業部長 
                兼 営業課長 
 
▽ラミネート事業部       ラミネート事業部       櫻井 隆悦 

大阪ラミネート部長      医療・医薬包材部長 
 兼 営業課長 
 
▽国際事業部          国際事業部          中西 孝夫 
国際部長           国際営業部長 
 兼 ラミネート事業部 
   電子部品包材部長 
 
 



［新職］                        ［旧職］                     ［氏名］ 
 
▽工業樹脂事業部        工業樹脂事業部        水野 義信 

工業樹脂部長         工業樹脂営業部長 
 
▽包装事業部          包装事業部          野中  徹 
東京包装資材部長       包装営業部長 
 兼 デザイン製版課長     兼 デザイン製版課長 
 兼 ㈱メッツ代表取締役社長  兼 ㈱メッツ代表取締役社長 
 
▽包装事業部          包装事業部          森井 祥二 
大阪包装資材部長       包装営業部 
兼 福岡営業所長       大阪担当部長 
               兼 大阪営業課長 

 
▽コンテナ事業部        包装事業部          古戸 将文 
コンテナ部長         コンテナ営業部 
 兼 大阪営業課長       大阪担当部長 
                兼 大阪営業課長 
 
▽マタイ紙工㈱常務取締役    マタイ紙工㈱常務取締役    加部 文夫 

東北旭段ボール㈱常務取締役  東北旭段ボール㈱常務取締役 
 グラビア印刷部長       ラミネート事業部 

グラビア印刷営業部長 

 
▽生産統括部          総合企画部          羽生 浩幸 

ＩＴ戦略担当部長       担当部長 
 
▽埼玉工場長          埼玉工場           渡部 政英 

            工場次長 
                兼 印刷課長 
 
 
 
 
 
 



【組織変更】 

１．[発令の日付]        平成 20年 1月 1日 
２．[変更の内容] 
    ①当社グループ全体を視野に入れた全社レベルの経営課題への取組みにおいて充実を

図るとともに迅速な対応をおこなうため、「統括本部」を新設する。 
  ②全事業部の営業部名称から「営業」を外し、「営業課」と「製造課」を置く。 
  ③ラミネート事業部 

・軽ラミネート営業部、重ラミネート営業部及び医療・医薬包材部を統合し、「東京

ラミネート部」と「大阪ラミネート部」にする。 
   ・「電子部品包材部」を新設する。 
  ④包装事業部 

・包装事業部からコンテナ営業部を分離して、「コンテナ事業部」とする。 
   ・包装営業部は、「東京包装資材部」と「大阪包装資材部」の 2部にする。 
  ⑤スタッフ部門 

・総合企画部は、「経営企画部」に名称を変更し、「戦略企画グループ」と「戦略推

進グループ」を置く。 
   ・ＩＴ戦略グループを生産統括部に置く。 

・生産技術部を生産統括部に統合する。 
   ・生産本部を解消する。 
 

以上 


