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平成20年1月25日 

各    位 

会 社 名   小 杉 産 業 株 式 会 社 

代表者名 取 締 役 社 長  河野 光輝 

（コード番号 8146 東証第 2 部） 

問合せ先 専務執行役員経営管理本部長 

 稲村 聡  

（ TEL 03－3542 －6421 ） 

 

 

 

機構改革とそれに伴う役員人事および部長級人事についてのお知らせ 
 

 

当社は、平成20年1月25日開催の取締役会において、08年度の機構改革と取締役および執

行役員ならびに部長級の異動を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、 機構改革 

平成20年2月1日付 

  08 年度早期業績回復と経営改革促進のため下記内容の機構改革を行います。 

①、 ブランド毎の「ディヴィジョン制」を導入し、企画から全国の販売までを網羅した組織とする。 

②、 営業本部長を中心とするフラットな組織とし、業務のスピード化を図る。 

③、 各事業・エリア毎に「統括」を配し、営業力の強化とディヴィジョンの円滑な運営を図る。 

④、 営業のサポートと業務改革推進のため、営業推進部を改廃し経営改革推進部と内部統制部を新設

する。 

⑤、 企画生産本部を「企画生産統括部」に、SCM推進Grp.を「生産・技術Grp.」に、顧客相談室を「お客

様相談室」にそれぞれ改編する。 

⑥、 販売人財Grp.を人事総務部に吸収し、一部人事業務と統合した「人財開発Grp.」とする。 

⑦、 支店の管理系業務を本社管轄とし、スリム化を推進する。 

 
 2、取締役の異動 

平成20年2月1日付 

＜新役職名＞     ＜氏  名＞ 

・取締役副社長              久本 和彦（ひさもと かずひこ） 

     （現 取締役副社長 営業本部長 兼 企画生産本部長） 

 

・取締役                 君嶋 史光（きみじま としみつ） 

   百貨店レディス・キッズ統括 

（現 取締役 レディスウェア・キッズ事業統括） 
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 3、執行役員の異動 

 

平成20年2月1日付 

＜新役職名＞     ＜氏  名＞ 

・執行役員                河野 彰（こうの あきら） 

   管理本部長  

（現 常務執行役員） 

・執行役員                小杉 佐太郎（こすぎ さたろう） 

   営業本部長 兼 Golden Bear統括  

（現 常務執行役員 営業本部副本部長 兼 Golden Bear事業部長） 

・執行役員                日南田 隆司（ひなた たかし） 

   管理本部副本部長  

（現 執行役員 経営管理本部副本部長） 

・執行役員                寺本 忠夫（てらもと ただお） 

   企画生産統括部長  

（現 執行役員 営業本部担当部長 兼 企画生産本部担当部長） 

・執行役員  下川 達也（しもかわ たつや） 

百貨店メンズ統括           

（現 専務執行役員 営業本部副本部長 兼 メンズウェア事業部長） 

・執行役員  福田 克彦（ふくだ かつひこ） 

（株式会社ツー・アンド・ワン代表取締役社長）           

（現 専務執行役員 （株式会社ツー・アンド・ワン代表取締役社長）） 

 

・チェーンストア統括           宮田 昭宏（みやた あきひろ） 

（現 執行役員 チェーンストア事業部長） 

・東日本メンズ・キッズ統括        清水 明夫（しみず あきお） 

（現 執行役員 東日本営業部長） 

・東日本レディス統括           五味 秀樹（ごみ ひでき） 

（現 執行役員 レディスウェア・キッズ事業担当部長） 

・西日本統括 兼 福岡支店長       冨永 勝行（とみなが かつゆき） 

（現 執行役員 福岡支店長） 

・統括待遇 ジャンセンディヴィジョン長  相馬 博（そうま ひろし） 

（現 執行役員 営業推進部長） 

 

 

平成20年1月31日付 

＜辞任＞                ＜氏  名＞ 

   ・専務執行役員                      稲村  聡 （いなむら  さとし） 

       経営管理本部長 兼 経営企画部長 
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   4、部長級人事 
 

平成20年2月1日付 

     ＜新役職名＞                   ＜氏  名＞ 

・オースチンリード Div. ディヴィジョン長            吉田 裕明  

                     (現 オースチンリード Div.  営業マネジャー) 

・メンズキャラクターDiv. ディヴィジョン長            浜野 弘明 

                (現 メンズ第 1Div.  営業マネジャー)                

・マリサ・グレース Div. ディヴィジョン長              小林 茂    

(現 レディス第 1Div.兼ヴィブランス Div 企画・生産統括) 

・FILA キッズ Div. ディヴィジョン長                  金子 正史 

（現 FILA キッズ Div.企画・生産統括） 

・GoldenBear メンズ Div. ディヴィジョン長             中澤 啓至 

        (現 GoldenBear メンズ・レディス企画・生産統括） 

・GoｌdenBear レディス Div. ディヴィジョン長            井上 修  

(現 GoldenBear メンズ・レディス営業マネジャー） 

・GoldenBear インナーナイティ Div. ディヴィジョン長     鈴木 俊夫    

           (現 GoldenBear 事業部インナーナイティ事業担当部長） 

・チェーンストア Div. ディヴィジョン長                広瀬 丈史 

            (現 CS レディス Div. ディビジョンマネジャー） 

・中部地区担当部長              戸谷 拡 

            (現 ジャンセン・キッズ事業担当部長） 

・経営企画部  部長                          新谷 亮 

（ レゾンキャピタルパートナーズ株式会社より出向受入れ） 

・経営改革推進部  部長                     河合 雅哉   

     (現 営業本部担当部長）  

・内部統制部  部長（兼務）                   渡辺 直三 

            （現 人事総務部長） 

・人事総務部  担当部長                   佐藤 雄 

          (現 営業推進部担当部長） 
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＜組織図＞ 
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