
平成20年5月8日

各　　位

Ⅰ．   代表取締役の異動
１．異動の内容
　　　　　　　　　　　　　　　　＜新役職名＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜旧役職名＞
　　　　　　　　　　　　　　　　 代表取締役 　　　　　　　　取締役
　　井上　守　　　　　　　　　専務執行役員 　　　　　　　　常務執行役員
　　　　　　　　　　　　　　 　　海外事業本部長　委嘱 　　　　　　　　海外事業本部長　委嘱

　　　　　　　　　　　　　　　　 代表取締役 　　　　　　　　取締役
　　能勢　秀樹　　　　　　　 専務執行役員 　　　　　　　　常務執行役員
　　　　　　　　　　　　　　　　 山林環境本部長　委嘱 　　　　　　　　山林環境本部長　委嘱
　　　　　　　　　　　　　　 　　兼　筑波研究・知的財産　担当 　　　　　　　　兼　筑波研究・知的財産　担当

２．異動の理由
　　当社及び当社グループの経営体制の強化、社業の一層の発展を図るため。

３．新任代表取締役の氏名および略歴

「代表取締役の異動」および「役員人事異動」のお知らせ

記

会 社 名　　住 友 林 業 株 式 会 社
代表者名　　取締役社長　　　矢 野　 龍
（コード番号　1911　東証・大証第一部）
問合せ先　　総務部長　　　　 竹 野 　諭
（TEL：03-6730-3501）

　当社は、平成20年5月8日付開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動を決議し、
また、6月20日付役員人事を内定しましたので、お知らせいたします。
　なお、6月20日付役員人事は同日開催予定の第68期定時株主総会、ならびに総会終了後の取締役会
および監査役会において、正式に決定いたします。

新役職名 代表取締役　　専務執行役員

氏名（よみがな） 井上　守　（いのうえ　まもる）

出身地 京都府

生年月日 昭和23年8月12日

略歴 昭和47年  4月 当社入社

平成12年  4月 住友林業クレックス株式会社　取締役社長

平成15年  4月 住友林業クレスト株式会社　取締役社長

平成16年  4月 営業本部営業統括部長　兼　同本部営業管理部長

平成16年  6月 執行役員就任　営業本部副本部長

兼　同本部営業統括部長　兼　同本部営業管理部長　委嘱

平成17年  4月 執行役員　営業本部副本部長　兼　同本部建材部長　委嘱

平成17年10月 執行役員　安宅建材株式会社　社長

平成18年  4月 常務執行役員　事業開発本部長　委嘱

平成18年  6月 取締役就任　常務執行役員　事業開発本部長　委嘱

平成19年  4月 取締役　常務執行役員　海外事業本部長　委嘱　（現任）
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４．就任予定日　　平成20年6月20日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ⅱ． 人事異動(6月20日付）

１．役員の異動、および担当、委嘱業務等の異動　（6月20日付）　　　　　  ＊下線部が変更部分

＜新＞ ＜旧＞

退任（常任監査役就任） 代表取締役 たかはし　しょういち

執行役員副社長 髙橋　渉一　　　　　

社長全般補佐

木材建材事業本部長　委嘱

兼　人事　担当

代表取締役 取締役 いのうえ　まもる

専務執行役員 常務執行役員 井上　守

海外事業本部長　委嘱 海外事業本部長　委嘱

代表取締役 取締役 のせ　ひでき

専務執行役員 常務執行役員 能勢　秀樹

山林環境本部長　委嘱 山林環境本部長　委嘱

兼　筑波研究・知的財産　担当 兼　筑波研究・知的財産　担当

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

木材建材事業本部長　委嘱 経営企画・総務・財務・情報システム

・内部監査　担当

退任 常務執行役員 あんどう　ひろし

㈱住宅あんしん保証　事務従事 木材建材事業本部副本部長　委嘱 安藤　浩

新役職名 代表取締役　　専務執行役員

氏名（よみがな） 能勢　秀樹　（のせ　ひでき）

出身地 高知県

生年月日 昭和24年7月4日

略歴 昭和47年　4月 当社入社

平成　8年10月 営業本部中国支店長　兼　第一グループ主席

兼　岡山営業所長

平成11年　4月 営業本部中国支店長

平成11年10月 住宅本部資材部長

平成14年　6月 執行役員就任　住宅本部資材部長　委嘱

平成15年　4月 執行役員　住宅本部副本部長　兼　同本部生産資材部長

兼　同本部商品開発部長　委嘱

平成16年　4月 常務執行役員　国際事業本部長　委嘱

平成16年  6月 取締役就任　常務執行役員　国際事業本部長　委嘱

平成18年  4月 常務執行役員　集合住宅本部長　委嘱

平成19年  4月 常務執行役員　山林環境本部長　委嘱

兼　筑波研究・知的財産　担当　（現任）
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取締役 いちかわ　あきら

常務執行役員 執行役員 市川　　晃

経営企画・総務・人事・財務・情報システム 経営企画部長　委嘱

・内部監査　担当

退任 執行役員 たけした　かおる

住友林業情報システム㈱ 社長付 竹下　薫

相談役

執行役員就任 ささべ　しげる

人事部長　委嘱 笹部　茂

執行役員就任 わだ　　けん

住宅事業本部副本部長 和田　賢

（営業企画・サクシード　統括）　委嘱

執行役員就任 たかの　　せいいち

住宅事業本部副本部長 高野　誠一

（生産統括・品質保証　統括）　委嘱

＜参考＞

6月20日以降、上記就退任に伴い、6月20日に開催を予定している株主総会・取締役会の決議を経て、取締役、

執行役員、理事は次のとおりとなる予定です。

（取締役）

矢野　龍　　　　　　 取締役社長

井上　守 取締役

能勢　秀樹 取締役

上山　英之 取締役

塩崎　繁彦 取締役

早野　均 取締役

市川　　晃 取締役 計７名

（執行役員）

矢野　龍　　　　　　 執行役員社長

井上　守 専務執行役員

能勢　秀樹 専務執行役員

上山　英之 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

市川　　晃 常務執行役員
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西村　政廣 執行役員

豊田　丈輔 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

倉光　二朗 執行役員

笹部　茂 執行役員

和田　賢 執行役員

高野　誠一 執行役員

計１６名

（理　事）

＜就任＞ ＜退任＞

長崎　和夫 矢作　和重

中川　正志 小島　明男

岡田　周二 佐々木　實

三根　正廣 小田　孝

梅咲　直照 伊藤　英雄

竹野　諭

＜参考＞

上記就退任に伴い、理事は次のとおりとなります。　　　　※子会社人事はそれぞれの株主総会後の予定です。

髙山　隆一 住友林業ホームエンジニアリング㈱　取締役社長

石渡　裕祥 スミリンエンタープライズ㈱　取締役社長

作田　公一 住友林業フォレストサービス㈱　取締役社長

中川　哲郎 筑波研究所長

正田　良三 ジャカルタ支店長

間路　　実 住宅事業本部名古屋支店長

井崎　則洋 住友林業緑化㈱　取締役社長
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波多　健二 ㈱サン・ステップ　取締役社長

長崎　和夫 財務部長

中川　正志 住宅事業本部大阪支店長

岡田　周二 お客様相談室長

三根　正廣 木材建材事業本部営業管理部長

梅咲　直照 不動産事業本部業務推進部長
計１３名

以　上
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