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代表取締役の異動および役員人事等に関するお知らせ 
 
 当社は、本日開催の当社取締役会において、代表取締役の異動および平成 21年 6月下旬開催予定の
定時株主総会に付議する役員人事、ならびに平成 21年 4月 1日付の役員の担当変更等を下記のとおり
決議いたしましたのでお知らせいたします。 
 

記 
 
１．代表取締役の異動（平成 21年 6月下旬予定） 
(1)異動の理由 
経営体制の一層の強化を図るため 

 
(2)異動の内容 
就任予定代表取締役 

代表取締役副社長 北川 克己 
退任予定代表取締役 

 代表取締役副社長 福村 紀夫 
 
(3)就任予定代表取締役の略歴 
 氏名  北川 克己（きたがわ かつみ） 
 生年月日 昭和 28年 9月 26日生（55歳） 
 最終学歴 昭和 52年３月 慶應義塾大学工学部機械学科卒業 
 略歴  昭和 52年４月 当社入社 

平成 12年５月 当社社長室長  
   平成 14年３月 当社ケミカル事業本部高分子事業統括部 川越製造所長  
   平成 16年３月 当社色材事業本部副本部長兼着色事業部長 

平成 16年６月 当社執行役員  
平成 17年６月 当社取締役 
平成 20年６月 当社取締役兼常務執行役員 

 
２．取締役の異動 
(1)昇任取締役候補（平成 21年 4月 1日付） 
氏名 新役職 旧役職 
北川 克己 取締役副社長 

経営全般、管理部門管掌 
取締役兼常務執行役員 
色材事業本部副本部長兼着色事業部長 

松山 茂樹 常務取締役 
生産物流本部長 

取締役兼常務執行役員 
サプライチェーン・マネジメント本部長 

笠原 一則 常務取締役 
調達本部長 

取締役兼常務執行役員 
色材事業本部長 



氏名 新役職 旧役職 
白石 俊明 常務取締役 

カスタマー・ネットワーク本部長 
取締役兼常務執行役員 
カスタマー・ネットワーク本部 関西支社

長兼東洋インキ大阪販売㈱代表取締役社

長 
 
 
 
(2)新任取締役候補（平成 21年 6月下旬予定） 
氏名 新役職 旧役職 
柏岡 元彦 取締役 

技術・研究・開発担当 
執行役員 
パッケージ＆プロセッシング事業本部副

本部長兼技術統括部長 
※平成 21年 4月 1日付で技術・研究・開
発担当に変更予定 

伊藤 富佐雄 取締役兼執行役員 
国際事業本部長 

執行役員 
米州極社長 
※平成 21年 4月 1日付で国際事業本部長
に就任予定 

青山 裕也 取締役 
人事・財務、内部統制担当兼人事部長 

執行役員 
人事部長 
※平成 21年 4月 1日付で人事担当兼人事
部長に就任予定 

 
 
(3)退任取締役（平成 21年 6月下旬予定） 
氏名 退任後役職 旧役職 
福村 紀夫 相談役 

社長特命担当 
代表取締役副社長 
※平成 21年 4月 1日付で代表取締役相談
役に就任予定 

鈴木 剛 顧問 
東洋ビーネット㈱代表取締役社長 

専務取締役 
人事・財務担当 
※平成 21年 4月 1日付で取締役、財務担
当兼東洋ビーネット㈱代表取締役社長に

就任予定 
前田 勝 顧問 

東洋インキグラフィックス㈱代表取

締役社長 

専務取締役 
印刷・情報事業担当、国際事業担当、東洋

インキグラフィックス㈱代表取締役社長 
※平成 21年 4月 1日付で取締役（東洋イ
ンキグラフィックス㈱代表取締役社長） 

鈴木 勝 顧問 
ロジコネット㈱代表取締役社長 
 

取締役兼専務執行役員 
カスタマー・ネットワーク本部長 
※平成 21年 4月 1日付で取締役、ロジコ
ネット㈱代表取締役社長に就任予定 

竹中 義彰 顧問 
東洋アドレ㈱代表取締役社長 

取締役 
社長特命担当、東洋アドレ㈱代表取締役社

長 
※平成 21年 4月 1日付で取締役（東洋ア
ドレ㈱代表取締役社長） 



氏名 退任後役職 旧役職 
千代 晴康 常務執行役員 

ヨーロッパ地区担当 
取締役兼常務執行役員 
国際事業本部長 
※平成 21年 4月 1日付でヨーロッパ地区
担当に変更予定 

澤村 正志 常務執行役員 
台湾地区担当 

取締役兼執行役員 
メディア材料事業本部副本部長兼表示材

料事業部長 
※平成 21年 4月 1日付で台湾地区担当に
変更予定 

 
 
３．取締役の担当変更（平成 21年 4月 1日付） 
氏名 新役職 旧役職 
宮﨑 修次 取締役兼執行役員 

色材事業本部長 
取締役 
技術・開発担当 

住山 政弘 取締役兼執行役員 
色材事業本部副本部長兼富士製造所

長 

取締役兼執行役員 
色材事業本部 富士製造所長 

 
 
４．監査役の異動 
再任（社外）監査役候補（平成 21年 6月下旬予定） 
氏名 新役職 旧役職 
飯塚 孝 社外監査役（非常勤） 社外監査役（非常勤） 
 
 
５．執行役員の異動 
(1)昇任執行役員候補（平成 21年 4月 1日付） 
氏名 新役職 旧役職 
山﨑 克己 取締役兼専務執行役員 

印刷・情報事業本部長 
取締役兼常務執行役員 
印刷・情報事業本部長 

若狭 良安 常務執行役員 
カスタマー・ネットワーク本部 中部

支社長 

執行役員 
カスタマー・ネットワーク本部 中部支社

長 
 
(2) 新任執行役員候補（平成 21年 6月下旬予定） 
氏名 新役職 旧役職 
大嶽 修 執行役員 

メディア材料事業本部 守山製造所

長 

メディア材料事業本部 守山製造所長 

近藤 毅 執行役員 
東洋インキ北海道㈱代表取締役社長 

東洋インキ北海道㈱代表取締役社長 

髙木 新 執行役員 
中国地区担当、上海東洋油墨制造有限

公司総経理 

天津東洋油墨有限公司副総経理 
※平成 21年 4月 1日付で上海東洋油墨制
造有限公司総経理に就任予定 

 
 
 



(3)退任執行役員（平成 21年 6月下旬予定） 
氏名 退任後役職 旧役職 
大井 孝三  サプライチェーン・マネジメント本部

TCR・ロジスティック担当 
※平成 21年 4月 1日付で業務革新委員会
に異動予定 

 
 
６．執行役員の担当変更（平成 21年 4月 1日付） 
氏名 新役職 旧役職 
江橋 重行 執行役員 

新ビジネス創造委員会 
執行役員 
印刷・情報事業本部副本部長 

松原 亨 執行役員 
ロジコネット㈱専務取締役 

執行役員 
ロジコネット㈱代表取締役社長 

管井 牧雄 執行役員 
生産物流本部 生産総合研究所長 

執行役員 
サプライチェーン・マネジメント本部 生

産技術研究所長 
吉本 信幸 執行役員 

印刷・情報事業本部副本部長兼埼玉製

造所長 

執行役員 
印刷・情報事業本部 埼玉製造所長 

森谷 勝美 執行役員 
パッケージ＆プロセッシング事業本

部副本部長兼グラビア事業部長 

執行役員 
パッケージ＆プロセッシング事業本部 

グラビア事業部長 
境  裕憲 執行役員 

カスタマー・ネットワーク本部 関西

支社長兼東洋インキ大阪販売㈱代表

取締役社長 

執行役員 
印刷・情報事業本部 オフセット事業部長 

 
７．組織変更（平成 21年 4月 1日付） 
[グループコーポレートスタッフ] 
・経営管理部を解組し、財務部に経営管理 Gを新設し、その機能を移管する。 
・法務部、広報室を解組し、総務部に法務 G、内部統制推進 G、広報 Gを新設し、その機能を移管する。 
[生産物流本部・調達本部] 
・サプライチェーン・マネジメント本部（SCM 本部）と環境本部を解組し、生産物流本部と調達本部

を新設する。 
・生産物流本部には企画室、ロジスティクス部（新設）、情報システム部、環境安全推進部、生産総合

研究所をおく。 
・調達本部には調達企画部（新設）、購買部、化学物質管理部をおく。 
[技術・研究・開発本部（R＆D本部）] 
・知的財産部を解組し R&D本部に編入し、特許部を新設する。 
[カスタマー・ネットワーク本部（CNK本部）] 
・上信越支店群馬営業所、北関東営業所、業務課を解組し、その機能を東洋インキグラフィックス㈱に

移管する。長野営業所、新潟営業所は CNK本部直轄とする。 
[パッケージ＆プロセッシング事業本部（P&P事業本部）] 
・SS事業推進部を解組し、工業材料推進部にＳＳ課を新設し、その営業機能を移管する。 
[高分子事業本部] 
・開発部を新設する。 
 
 



８．一般人事異動（平成 21年 4月 1日付） 
氏名 新職 旧職 
柳 正人 生産物流本部 企画室長 色材事業本部 富士製造所 顔料生産部

長 
村松 禎夫 生産物流本部 ロジスティクス部長 サプライチェーン・マネジメント本部

（SCM本部）企画室長 兼 物流 GL 
内田 弘美 生産物流本部 環境安全推進部長 環境本部長 
渡辺 克己 調達本部 調達企画部長 国際事業本部 中国・東アジア事業部長 
上野 正憲 調達本部 化学物質管理部長 兼 

製品審査 GL 
環境本部 化学物質管理部長 兼 輸出

管理審査 GL 
中野 仁貴 技術・研究・開発本部（R＆D 本部）

企画室長 兼 企画 GL 
知的財産部長 

羽室 真木子 R＆D本部 特許部長 知的財産部 特許 GL 
西風 新吾 国際事業本部 中国・東アジア事業部

長 
TOYO INK ASIA LTD. (HONG KONG)
総経理 

吉田 浩太郎 印刷・情報事業本部 企画管理室長 印刷・情報事業本部長付 
菊池 俊彦 印刷・情報事業本部 AI事業部長 兼 

販売部長 
印刷・情報事業本部 企画管理室長 兼 

企画 GL 
田中 欣久 印刷・情報事業本部 オフセット事業

部長 
印刷・情報事業本部 オフセット事業部 

販売統括部長 
川島 大幸 パッケージ＆プロセッシング事業本

部（P＆P事業本部）P＆P技術統括部
長 兼 TCR原料戦略推進 GL 

P＆P事業本部 P＆P技術統括部 技術1
部長 

菊地 俊文 高分子事業本部 開発部長 東洋インキ中四国（株）広島販売部 山口

営業所長 
大塚 芳春 高分子事業本部 川越製造所 西神

工場長 
高分子事業本部 川越製造所 塗料品質

保証部 品質保証課長 
阿部 久幸 色材事業本部 企画管理室長 TOYO INK EUROPE HOLDING S.A.S.

（FRANCE) 社長 
加藤 賢 色材事業本部 着色事業部長 アジア・オセアニア極社長 
田村 俊和 色材事業本部 SPD事業部長 色材事業本部 SPD事業部 販売部長 
木戸 清高 色材事業本部 顔料事業部長 兼 

事業開発部長 
色材事業本部 SPD事業部長 

土田 哲也 色材事業本部 グリーンケミカル事

業推進部長 兼 マーケティング部

長 

色材事業本部 グリーンケミカル事業推

進部 マーケティング部長 

桑原 昌美 メディア材料事業本部 表示材料事

業部長 
メディア材料事業本部 表示材料事業部 

技術部長 
望月 睦弘 東洋インキ東北（株）代表取締役社長 カスタマー・ネットワーク本部（CNK 本

部）中部支社 販売１部長 
 

以上 


