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組織変更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、組織変更および本年 5 月 17 日にお知らせしました役員

人事を含めました役員のミッション変更等に関る人事、ならびに一般人事について内定いたしましたの

で、下記のとおりお知らせいたします。 
 
 

記 
１．組織変更（平成 22 年７月１日付） 
本年４月17日および５月17日にお知らせいたしました持株会社制（平成２３年４月１日付予定）への

移行準備として、事業セクター組織を編成し、インキセクター、ケミカルセクター、グローバルセクタ

ーを置く。これに伴い事業本部を解組し、インキセクターは印刷・情報関連、パッケージ関連の製造お

よび販売、ケミカルセクターはポリマー・塗加工関連、色材・機能材関連の製造および販売を統括する。

なお、グローバルセクターには国際事業を移管する。 
 
２．取締役のミッション変更（執行役員兼務含む） 

※組織変更に伴うミッションは平成 22 年７月１日付 
氏名 新役職（平成 22 年６月 29 日付） 現役職 
松山 茂樹 専務取締役 

品質保証・生産・環境担当 
管理部門（総務）管掌 
ものづくり革新委員長 

常務取締役 
生産物流本部長 

住山 政弘 取締役 
生産物流本部長 

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 

青山 裕也 取締役 
人事・財務、監査室担当 

取締役 
人事・財務、内部統制担当 

安池  円 取締役  
技術・研究・開発担当 
技術・研究・開発本部長 

執行役員 
技術・研究・開発本部長 

青谷 真美 取締役 
調達本部 購買部長 

執行役員 
調達本部 購買部長 

山﨑 克己 取締役兼専務執行役員 
インキセクター 統括本部長 

取締役兼専務執行役員 
印刷・情報事業本部長 

柏岡 元彦 取締役兼常務執行役員 
ケミカルセクター 統括本部長 

取締役 
技術・研究・開発担当 

宮﨑 修次 取締役兼執行役員 
ケミカルセクター 色材事業部長 

取締役兼執行役員 
色材事業本部長 

伊藤 富佐雄 取締役兼執行役員 
グローバルセクター 統括本部長 

取締役兼執行役員 
国際事業本部長 
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３．執行役員の異動             ※組織変更に伴うミッションは平成 22 年７月１日付 
氏名 新役職（平成 22 年６月 29 日付） 現役職 
白石 俊明 常務執行役員 

インキセクター エリア担当 
常務取締役 
カスタマー・ネットワーク本部長 

久納 義朗 常務執行役員 
ケミカルセクター 高分子事業担当 

取締役兼常務執行役員 
高分子事業本部長 

植田 政廣 常務執行役員 
インキセクター 副統括本部長兼

Ｐ＆Ｐ事業担当 

取締役兼常務執行役員 
パッケージ＆プロセッシング事業本部長 

平田 英敏 常務執行役員 
ケミカルセクター メディア材料事

業担当 ＥＭＤ事業推進部長 

取締役兼常務執行役員 
メディア材料事業本部長 

千代 晴康 常務執行役員 
インキセクター ＡＩ事業担当 

常務執行役員 
ヨーロッパ地区担当 

若狭 良安 常務執行役員 
インキセクター 中部支社長 

常務執行役員 
カスタマー・ネットワーク本部 中部支社

長 
境  裕憲 常務執行役員 

インキセクター 関西支社長 
 

執行役員 
カスタマー・ネットワーク本部 関西支社

長 
吉本 信幸 執行役員 

インキセクター 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 
インキセクター Ｐ＆Ｐ事業部長 

執行役員 
パッケージ＆プロセッシング事業本部 
副本部長兼事業戦略部長 

東  慎一 執行役員 
ケミカルセクター 川越製造所長 

執行役員 
高分子事業本部 川越製造所長 

前田 浩之 執行役員 
インキセクター 新聞事業部長 

執行役員 
印刷・情報事業本部 新聞事業部長 

大嶽  修 執行役員 
ケミカルセクター 富士製造所長 

執行役員 
メディア材料事業本部 守山製造所長 

近藤  毅 執行役員 
ケミカルセクター 高分子事業部長 

執行役員 
東洋インキ北海道㈱ 代表取締役社長 

根本 裕之 執行役員 
インキセクター ＲＣ事業部長 

印刷・情報事業本部 ＲＣ事業部長 
 

石川  隆 
 

執行役員 
ＣＩ・ＨＤ準備室長 

機構改革プロジェクトリーダー 

加藤  賢 
 

執行役員 
ケミカルセクター 着色事業部長 

色材事業本部 着色事業部長 

平川 利昭 
 

執行役員 
財務部長 

財務部長 

山岡 新太郎 
 

執行役員 
インキセクター 印刷・情報技術統括

部長 

印刷・情報事業本部 印刷・情報技術統括

部長 

桑原 昌美 
 

執行役員 
ケミカルセクター メディア材料事

業部長 

メディア材料事業部本部 表示材料事業

部長 
 



氏名 新役職（平成 22 年６月 29 日付） 現役職 

川島 大幸 
 

執行役員 
インキセクター Ｐ＆Ｐ技術統括部

長 

パッケージ＆プロセッシング事業本部 
Ｐ＆Ｐ技術統括部長 

４．相談役異動（退任） 
氏名 新役職（平成 22 年６月 25 日付） 現役職 

永島 陸郎  相談役 

福村 紀夫  相談役 

 
５．一般人事異動（平成 2 2 年７月１日付） 
氏名 新役職 現役職 
野邊 俊彦 総務部長 総務部 総務グループリーダー 

渡辺 義明 調達本部 調達企画部長 国際事業本部 欧州事業部長 

百瀬 雅俊 生産物流本部 生産総合研究所長 生産物流本部 生産総合研究所 素材加

工グループリーダー 
矢部  陽 インキセクター 企画室長 パッケージ＆プロセッシング事業本部 

企画管理室長 
吉田 浩太郎 インキセクター 管理部長 印刷・情報事業本部 企画管理室長 

武田 一孝 インキセクター マーケティング部

長 
カスタマー・ネットワーク本部 マーケテ

ィング部長 
川田 育孝 インキセクター グラフィックソリ

ューションセンター長 
印刷・情報事業本部 グラフィックソリュ

ーションセンター長 
近藤 雅彦 インキセクター 事業戦略部長 パッケージ＆プロセッシング事業本部 

グラビア事業部長 
千羽 和男 インキセクター 凸版事業部長 カスタマー・ネットワーク本部 凸版事業

部長 
牛山 淳一郎 インキセクター ＤＭＳ事業部長 メディア材料事業本部 ＤＭＳ事業部長 
菊池 俊彦 インキセクター ＡＩ事業部長 印刷・情報事業本部 ＡＩ事業部長 
田中 欣久 インキセクター 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

長 
小林 雄一 インキセクター 工業材料事業推進

部長 
パッケージ＆プロセッシング事業本部 
工業材料事業推進部長 

阿部 久幸 ケミカルセクター 企画室長 色材事業本部 企画管理室長  

楠井 利康 ケミカルセクター 管理部長 カスタマー・ネットワーク本部 管理部長

樽井 雅往 ケミカルセクター 守山製造所長 メディア材料事業本部 守山製造所 表

示材料生産部長 
飯田 博之 ケミカルセクター 川越製造所 

西神工場長 
高分子事業本部 川越製造所 ＳＣＭカ

イゼン部長 
土田 哲也 
 

ケミカルセクター グリーンケミカ

ル事業推進部長 
色材事業本部 グリーンケミカル事業推

進部長 
秋山 暁 グローバルセクター 企画管理室長 メディア材料事業本部 企画管理室長 

隅屋 直人 グローバルセクター 米州事業部長 国際事業本部 米州事業部長 



 
氏名 新役職 現役職 
塩野 正美 グローバルセクター 欧州事業部長 国際事業本部 
石橋 正光 グローバルセクター アジア・オセア

ニア事業部長 
国際事業本部 アジア・オセアニア事業部

長 
西風 新吾 グローバルセクター 中国・東アジア

事業部長 
国際事業本部 中国・東アジア事業部長 

御子柴 武 東洋インキ北海道㈱ 代表取締役社

長 
メディア材料事業本部 

濱田 弘之 欧州地区担当 国際事業本部 企画管理室長 

 
                                           以上       


