
 1

２００８年 ２月２８日 
各   位 

会 社 名        住 金 物 産 株 式 会 社              
代 表 者 名        取締役社長 天谷 雅俊              

    （コード番号 ９９３８ 東証・大証第一部） 
  問い合わせ先        総務・広報部長  熊谷 仁志              

TEL 東京(03)5412-5003 大阪(06)7634-8170 
 
 
 次の通り機構改革および人事異動を行いますので、お知らせ致します。 
 
 
１．機構改革（2008年4月1日付） 
 

【繊維カンパニー】 

 

▽メンズ衣料第一部およびメンズ衣料第二部を統合改編して「カジュアル衣料部」および 

「メンズ衣料部」とする。 

 

▽繊維原料室を機能衣料第二部に統合する。 

 

▽リテール室を「リテール開発部」に改める。 

 

▽「メディア・コマース部」を新設する。 

 

 

 

２．人事異動（2008年4月1日付） 
 
     （新）             （旧） 
 
【鉄鋼カンパニー】 

                                                まさご  じゅん 

▽鉄鋼企画部専任部長        鉄鋼企画部人事安全環境グループ長  眞砂  純 

 
 
 

【繊維カンパニー】 

                                                しまむら たくお 

▽ホームファッション第一部長    ホームファッション第二部長     島村 託雄 

 兼 ホームファッション第二部長 
                                                まつもと りょうへい 

▽㈱スミザック 出向 常務取締役  ホームファッション第一部長      松本 良平 

 
                                               よしもと かずみ 

▽ニット第一部長          ニット第二部長           吉本 一心 

 



 2

     （新）             （旧） 
                                               せき  あきひろ 

▽ニット第二部長          ニット第三部長           関  明浩 

兼 ニット第三部長 

                                               ふじわら ひでたけ 

▽メディア・コマース部長      ニット第一部長           藤原 英剛 

 
                                                つつみ  ひろゆき 

▽レディス衣料第一部長       レディス衣料第二部         堤  央征 

                  レディス衣料第一課長 
                                                はやし たかし 

▽レディス衣料第二部長       レディス衣料第一部長        林  天志 
 
                                                やすなみ  けん 

▽リテール開発部長         リテール室長            安並  憲 

 
                                                みかみ たけひこ 

▽リテール開発部専任部長      レディス衣料第二部長        三上 武彦 

 
                                                すみだ ありとし 

▽カジュアル衣料部長        メンズ衣料第一部          隅田 有俊 

                  カジュアル衣料第一課長 
                                                うえだ ふみひろ 

▽メンズ衣料部長          ㈱エスビープラニング 出向 社長  植田 文裕 

 兼 メンズアパレル室長       兼 メンズアパレル室長 
                                                なかの かずほ 

▽カジュアル衣料部専任部長     メンズ衣料第一部長         中野 一穂 

 兼 メンズ衣料部専任部長 
                                                もり   ようじ 

▽ｴｽﾋﾞｰ･ｻｲｺﾞﾝ･ﾌｧｯｼｮﾝ 出向      メンズ衣料第二部長         森  洋二 

取締役社長 
おの  しんいち 

▽繊維企画部専任部長        ｴｽﾋﾞｰ･ｻｲｺﾞﾝ･ﾌｧｯｼｮﾝ 出向       小野 信一 

取締役社長 
                                                いそだ ただお 

▽機能衣料第一部長         青島美金針織服装有限公司 出向   磯田 忠男 

                  総経理 
                                                きらい たかすけ 

▽上海住物服装有限公司 出向    機能衣料第一部長          喜来 孝介 
総経理 
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     （新）             （旧） 
 
【食糧カンパニー】 
                                                にしむら ひろあき  

▽食糧企画部長           食糧企画部事業推進グループ長    西村 裕明 

 
                                                さわだ  ゆきお 

▽食糧カンパニー専任部長      食糧企画部長            澤田 行雄 

 
                                                ふくい  ゆたか 

▽畜産第一部長           日協食品㈱ 出向 常務取締役    福井  裕 
 
                                                さかもと  ひかる 

▽日協食品㈱ 出向         畜産第一部長            坂本  総 
 取締役社長 
 
 
 
【企画管理本部】 
                                                ひらた けんいち 

▽人事部長             人事部人事第一課長         平田 憲一 

 
 
 
３．関係会社役員人事（2008 年 4 月 1 日付） 
 
【鉄鋼カンパニー】 
                                               よしだ ひでじ 

▽上海藝友金属制品有限公司     上海藝友金属制品有限公司      吉田 英司 

 総経理              董事 
                                               ふくなが のぶひろ 

▽住金物産（香港）有限公司     上海藝友金属制品有限公司      福永 宣浩 
 副社長              総経理 

 

 

 

【機械・金属カンパニー】 

                                               つるた じょうじ 

▽マレーシア住金物産株式会社    非鉄金属部東京非鉄金属課長     鶴田 譲治 

 取締役社長 

                                               とみなが けんじ 

▽非鉄金属部東京非鉄金属課長    マレーシア住金物産株式会社     冨永 憲二 

取締役社長 
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     （新）             （旧） 
 
【繊維カンパニー】 
                                               おおつか よしあき 

▽青島美金針織服装有限公司      繊維カンパニー 専任課長      大塚 善亮 

 総経理 
                                                よしむら  みのる 

▽㈱エスビープラニング        ㈱エスビープラニング       吉村  実 

 取締役社長             取締役副社長 
 
 
 
４．関係会社役員人事（2008 年 6 月下旬） 
 
【鉄鋼カンパニー】 

えいふく たかし 

▽常務執行役員、           常務執行役員           永福  隆 

 イゲタサンライズパイプ㈱ 

 取締役社長 
はせがわ ただあき 

▽（退任）              イゲタサンライズパイプ㈱     長谷川 忠昭 

                   取締役社長 

 
 
 
【機械金属カンパニー】 

たけだ  まさはる 

▽執行役員、             執行役員             竹田 政晴 

 住金物産マテックス㈱ 

 取締役社長 

かじ  としひこ 

▽住金物産マテックス㈱        住金物産マテックス㈱       梶  敏彦 

 特別顧問              取締役社長 

 
 
 
【食糧カンパニー】 

しおのいり みのる 

▽㈱つぼ八              ㈱つぼ八             塩野入 稔 

 取締役社長             取締役副社長 

まつした あきひろ 

▽㈱つぼ八              ㈱つぼ八             松下 明弘 

 特別顧問              取締役社長 
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     （新）             （旧） 

 

【企画管理本部】 
はざま としひこ 

▽㈱アイ・エフ・シー         ㈱アイ・エフ・シー        硲  俊彦 

 取締役社長             常務取締役 

おわだ  やすお 

▽㈱エスビーエイジェンシィ      ㈱アイ・エフ・シー        小和田 康夫 

 取締役社長             取締役社長 

やました のりひこ 

▽（退任）              ㈱エスビーエイジェンシィ      山下 徳彦 

             取締役社長 

 

 
以 上 

 


