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                                平成２３年３月１８日 
 
                      会社名  東洋インキ製造株式会社 
                      代表者名 代表取締役社長  佐久間 国雄 
                       （コード番号 ４６３４ 東証第一部） 
                      問合せ先 総務部長  野邊 俊彦 
                      電話   ０３－３２７２－５７３１（代表） 
 

組織変更および役員人事等に関するお知らせ 
 
当社は、本日開催の取締役会において、本年４月１日付での持株会社制移行に伴う組織変更およ

び役員のミッション変更等に係る人事、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２３年４月１日付） 
 平成２２年４月２６日および同年５月１７日にお知らせいたしましたとおり、本年４月１日付

で、当社は持株会社制へ移行するとともに、商号を「東洋インキＳＣホールディングス株式会社」

へ変更いたします。また、同日付で新設分割設立会社として、当社の営む印刷・情報関連事業、

パッケージ関連事業を承継する「東洋インキ株式会社」と当社の営むポリマー・塗加工関連事業、

色材・機能材関連事業を承継する「トーヨーケム株式会社」を設立いたします。 
 東洋インキＳＣホールディングス株式会社の主な組織変更、東洋インキ株式会社およびトーヨ

ーケム株式会社の組織体制の概要については、次のとおりです。 
【東洋インキＳＣホールディングス株式会社】 
 ・経営企画部を社長室に改称する。 
 ・財務部をグループ財務部に改称する。 
 ・人事部をグループ人事部に改称する。 
 ・総務部をグループ総務部に改称する。 
 ・監査室をグループ監査室に改称する。 
 ・特許部を知的財産部に改称する。 
 ・生産総合研究所をプロセスイノベーション研究所に改称する。 
 ・東洋トレーディング株式会社（仮称）設立準備室を新設する。 
 ・グローバルセクターの下に貿易部を新設する。 
 ・生産物流本部の下にグローバル戦略室を新設する。 
 ・光・電子材料研究所と色材・メディア材料研究所と事業開発研究所を先端材料研究所と未来

事業研究所に機能再編する。 
【東洋インキ株式会社】 
 ・東洋インキ製造株式会社のインキセクターを母体とし、その下部組織・部門の改称と若干の

新設を行なう。 
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【トーヨーケム株式会社】 
 ・東洋インキ製造株式会社のケミカルセクターを母体とし、その下部組織・部門の改称と若干

の新設を行なう。 
 
２．新設分割会社の役員内定 
（１）東洋インキ株式会社の取締役および監査役 

氏名 新役職（平成２３年４月１日付） 現役職 
佐久間 国雄 代表取締役会長 

（東洋インキＳＣホールディングス

株式会社代表取締役会長およびトー

ヨーケム株式会社取締役を兼任） 

東洋インキ製造株式会社 
代表取締役社長 

山﨑 克己 代表取締役社長 
（東洋インキＳＣホールディングス

株式会社取締役兼専務執行役員を兼

任） 

東洋インキ製造株式会社 
取締役兼専務執行役員 
インキセクター 統括本部長 

植田 政廣 専務取締役 
（東洋インキＳＣホールディングス

株式会社常務執行役員を兼任） 

東洋インキ製造株式会社 
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 

北川 克己 取締役 
（東洋インキＳＣホールディングス

株式会社代表取締役社長およびトー

ヨーケム株式会社代表取締役会長を

兼任） 

東洋インキ製造株式会社 
代表取締役副社長 

伊藤 富佐雄 取締役 
（東洋インキＳＣホールディングス

株式会社取締役兼執行役員 グロー

バルセクター統括本部長を兼任） 

東洋インキ製造株式会社 
取締役兼執行役員 
グローバルセクター 統括本部長 

平田 英敏 監査役 
（東洋インキＳＣホールディングス

株式会社常務執行役員およびトーヨ

ーケム株式会社監査役を兼任） 

東洋インキ製造株式会社 
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 
石川 隆 監査役 

（東洋インキＳＣホールディングス

株式会社執行役員モノづくり革新委

員会企画原価プロジェクトリーダー

を兼任） 

東洋インキ製造株式会社 
執行役員 
ＣＩ・ＨＤ準備室長 
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（２）トーヨーケム株式会社の取締役および監査役 
氏名 新役職（平成２３年４月１日付） 現役職 

北川 克己 代表取締役会長 
（東洋インキＳＣホールディングス

株式会社代表取締役社長および東洋

インキ株式会社取締役を兼任） 

東洋インキ製造株式会社 
代表取締役副社長 

柏岡 元彦 代表取締役社長 
（東洋インキＳＣホールディングス

株式会社取締役兼常務執行役員を兼

任） 

東洋インキ製造株式会社 
取締役兼常務執行役員 
ケミカルセクター 統括本部長 

久納 義朗 専務取締役 
（東洋インキＳＣホールディングス

株式会社常務執行役員を兼任） 

東洋インキ製造株式会社 
常務執行役員 
ケミカルセクター 高分子事業担当 

佐久間 国雄 取締役 
（東洋インキＳＣホールディングス

株式会社代表取締役会長および東洋

インキ株式会社代表取締役会長を兼

任） 
 

東洋インキ製造株式会社 
代表取締役社長 

宮﨑 修次 取締役 
（東洋インキＳＣホールディングス

株式会社取締役兼執行役員を兼任）

東洋インキ製造株式会社 
取締役兼執行役員 
ケミカルセクター 色材事業部長 

平田 英敏 監査役 
（東洋インキＳＣホールディングス

株式会社常務執行役員および東洋イ

ンキ株式会社監査役を兼任） 

東洋インキ製造株式会社 
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 
住山 政弘 監査役 

（東洋インキＳＣホールディングス

株式会社取締役 品質保証・生産・

環境担当 生産物流本部長を兼任）

東洋インキ製造株式会社 
取締役 
生産物流本部長 
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３．東洋インキＳＣホールディングス株式会社の取締役のミッション変更 
氏名 新役職（平成２３年４月１日付） 現役職 

松山 茂樹 専務取締役 
モノづくり革新委員長 
ＣＳＲ統括委員長 
拡大調達委員長 

専務取締役 
品質保証・生産・環境担当 
管理部門（総務）管掌 
モノづくり革新委員長 

笠原 一則 常務取締役 
東洋トレーディング株式会社（仮称）

設立準備室長 

常務取締役 
調達本部長 

住山 政弘 取締役 
品質保証・生産・環境担当 
生産物流本部長 

取締役 
生産物流本部長 

青山 裕也 取締役 
人事・財務・総務・監査室担当 

取締役 
人事・財務・監査室担当 

青谷 真美 取締役 
調達本部長 

取締役 
調達本部 購買部長 

 
４．東洋インキＳＣホールディングス株式会社の一般人事異動（執行役員兼任を含む） 

氏名 新役職（平成２３年４月１日付） 現役職 
千代 晴康 常務執行役員 

東洋トレーディング株式会社（仮称）

設立準備室 

常務執行役員 
インキセクター ＡＩ事業担当 

石川 隆 執行役員 
モノづくり革新委員会 企画原価プ

ロジェクトリーダー 
（東洋インキ株式会社 監査役を兼

任） 

執行役員 
ＣＩ・ＨＤ準備室長 

平川 利昭 執行役員 
グループ財務部長 

執行役員 
財務部長 

高島 悟 社長室長 経営企画部長 
熊谷 佳也 グループ監査室長 監査室長 
野邊 俊彦 グループ総務部長 総務部長 
加野 雅之 グループ人事部長 人事部長 
高塩 博安 調達本部 購買部長 調達本部 購買部 企画グループリ

ーダー 
石橋 正光 生産物流本部 グローバル戦略室長 グローバルセクター アジア・オセア

ニア事業部長 
 



 5

氏名 新役職（平成２３年４月１日付） 現役職 
百瀬 俊彦 生産物流本部 プロセスイノベーシ

ョン研究所長 
生産物流本部 生産総合研究所長 

羽室 真木子 Ｒ＆Ｄ本部 知的財産部長 Ｒ＆Ｄ本部 特許部長 
尾崎 邦彦 Ｒ＆Ｄ本部 未来事業研究所長 Ｒ＆Ｄ本部 事業開発研究所長 
浦木 久嗣 Ｒ＆Ｄ本部 先端材料研究所長 Ｒ＆Ｄ本部 色材・メディア材料研究

所長 
塩野 正美 グローバルセクター 貿易部長 グローバルセクター 欧州事業部長 
 
５．東洋インキ株式会社の一般人事異動（執行役員兼任を含む） 

氏名 新役職（平成２３年４月１日付） 現役職 
森谷 勝美 執行役員 

中部支社長 
（東洋インキＳＣホールディングス

株式会社執行役員を兼任） 

東洋インキ製造株式会社 
執行役員 
インキセクター Ｐ＆Ｐ事業部長 

前田 浩之 執行役員 
凸版販売統括部長 
（東洋インキＳＣホールディングス

株式会社執行役員を兼任） 

東洋インキ製造株式会社 
執行役員 
インキセクター 新聞事業部長 

根本 裕之 執行役員 
ＲＣ事業統括部長 
（東洋インキＳＣホールディングス

株式会社執行役員を兼任） 

東洋インキ製造株式会社 
執行役員 
インキセクター ＲＣ事業部長 

山岡 新太郎 執行役員 
プリンティング技術統括部長 
（東洋インキＳＣホールディングス

株式会社執行役員を兼任） 

東洋インキ製造株式会社 
執行役員 
インキセクター 印刷・情報技術統括

部長 
川島 大幸 執行役員 

コンバーティング技術統括部長 
（東洋インキＳＣホールディングス

株式会社執行役員を兼任） 

東洋インキ製造株式会社 
執行役員 
インキセクター Ｐ＆Ｐ技術統括部

長 
矢部 陽 経営企画部長 東洋インキ製造株式会社 

インキセクター 企画室長 
吉田 浩太郎 経営管理部長 東洋インキ製造株式会社 

インキセクター 管理部長 
田中 欣久 インキ販売本部長 東洋インキ製造株式会社 

インキセクター オフセット事業部

長 
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氏名 新役職（平成２３年４月１日付） 現役職 

近藤 雅彦 インキ販売本部 副本部長 東洋インキ製造株式会社 
インキセクター 事業戦略部長 

上井 正人 新聞販売統括部長 東洋インキ製造株式会社 
インキセクター 新聞事業部 販売

部長 
芹澤 登史也 プリンティング事業戦略部長 東洋インキ製造株式会社 

インキセクター オフセット事業部

販売１部長 
山内 隆志 コンバーティング事業戦略部長 東洋インキ製造株式会社 

インキセクター 事業戦略部 戦略

グループリーダー 
菊池 俊彦 ＡＩ＆機器事業戦略部長 東洋インキ製造株式会社 

インキセクター ＡＩ事業部長 
澤田 隆司 新事業戦略部長 東洋インキ製造株式会社 

インキセクター 統括本部長付 
西風 新吾 グローバル事業戦略部長 東洋インキ製造株式会社 

グローバルセクター 中国・東アジア

事業部長 
牛山 淳一郎 ＤＭＳ事業統括部長 東洋インキ製造株式会社 

インキセクター ＤＭＳ事業部長 
 
６．トーヨーケム株式会社の一般人事異動（執行役員兼任を含む） 

氏名 新役職（平成２３年４月１日付） 現役職 
近藤 毅 執行役員 

ポリマー・塗加工販売統括部長 
（東洋インキＳＣホールディングス

株式会社執行役員を兼任） 

東洋インキ製造株式会社 
執行役員 
ケミカルセクター 高分子事業部長 

加藤 賢 執行役員 
着色事業統括部長 
（東洋インキＳＣホールディングス

株式会社執行役員を兼任） 

東洋インキ製造株式会社 
執行役員 
ケミカルセクター 着色事業部長 

桑原 昌美 執行役員 
メディア材料技術統括部長 
（東洋インキＳＣホールディングス

株式会社執行役員を兼任） 

東洋インキ製造株式会社 
執行役員 
ケミカルセクター メディア材料事

業部長 
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氏名 新役職（平成２３年４月１日付） 現役職 
関根 拓 経営企画部長 台湾東洋彩光股份有限公司 

董事兼副総経理 
楠井 利康 経営管理部長 東洋インキ製造株式会社 

ケミカルセクター 管理部長 
隅屋 直人 グローバル事業戦略部長 東洋インキ製造株式会社 

グローバルセクター 米州事業部長 
安藤 誠康 新事業開発部長 東洋インキ製造株式会社 

ケミカルセクター メディア材料事

業部 機能材販売部長 
田村 俊和 色材・機能材料販売統括部長 東洋インキ製造株式会社 

ケミカルセクター 色材事業部 Ｓ

ＰＤ販売統括部長 
野口 広司 メディア材料販売統括部長 韓一東洋株式会社(SOUTH KOREA)

代表理事兼社長 
井出 和彦 ポリマー・塗加工技術統括部長 東洋インキ製造株式会社 

ケミカルセクター 高分子事業部

ポリマー技術部長 
町田 敏則 新事業技術開発部長 東洋インキ製造株式会社 

ケミカルセクター 高分子事業部ポ

リマー製品開発部長 
坂本 希 色材・機能材料技術統括部長 東洋インキ製造株式会社 

ケミカルセクター 色材事業部 色

材技術統括部長 
 

以上 


