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平成25年1月31日 

各    位 

会 社 名  株 式 会 社 乃 村 工 藝 社 

代表者名  代表取締役社長  渡 辺  勝 

 (コード番号 9716  東証第一部) 

問合せ先  取締役経営企画本部長ii吉 本 清 志 

( T E L . 0 3－ 5 9 6 2－ 1 1 1 9 ) 
 

平成25年度機構改革および人事異動について 

 

平成 25 年 3 月 1 日をもちまして、下記のとおり機構改革および人事異動をおこないますので、 

お知らせいたします。 

 

記 

 

１．機構改革 

（１）機構改革の目的  

中期経営計画の最終年度として、スピーディーな遂行を念頭に効率的で強い組織構造を構築し、

円滑な組織運営の推進を目的に機構改革を実施いたします。 

 

（２） 機構改革の内容 

  （主な組織変更） 

  ・営業、クリエイティブ、プロダクト等の機能につき、組織を超えて横断的に課題解決・インフ

ラ整備を統括する事業統括室を新設し、Ｃ＆Ｐ戦略部を統合する。 

   ・商環境事業本部、ＣＣ事業本部に、企画提案力強化、商品開発力強化を目的に企画開発部を新

設する。 

 

  （商環境事業本部） 

   ・クリエイティブ局にデザイン３～４部を新設する。 

   ・プロダクト局にプロダクト・ディレクション５部を新設する。 

 

（ＣＣ事業本部） 

   ・アカウント第一事業部に営業３部を新設する。 

・アカウント第二事業部は、営業１～３部を営業１～２部に改編する。 

   ・クリエイティブ局は、デザイン１～５部をデザイン１～３部に改編する。 

 

（ＰＰＰ事業部） 

 ・運営管理部は事業推進部に改称する。 
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２．人事異動（役員人事） 

（平成25年3月1日付） 

氏 名 
異動後 

新役職名および新担当 
異動前 

現役職および現担当 

吉本 清志 取締役 経営企画本部長 兼 事業統括室長 取締役 経営企画本部長 兼 経営企画部長 

奥本 清孝 
常務執行役員 事業統括室主管部長 

兼 商環境事業本部 プロダクト局長 

執行役員 商環境事業本部 プロダクト局長  

兼 経営企画本部Ｃ＆Ｐ戦略部次長 

福島 勇人 執行役員 事業統括室主管部長 執行役員 経営企画本部 Ｃ＆Ｐ戦略部長 

山崎 昭彦 
執行役員 経営企画本部副本部長 

兼 経営企画部長 

執行役員 

商環境事業本部 アカウント第三事業部長 

吉田 勝彦 
執行役員 商環境事業本部  

アカウント第四事業部長 兼 開発部長 

商環境事業本部 アカウント第四事業部長 

兼 開発部長 兼 営業部長  

 
 
３．人事異動（一般人事） 
（平成25年3月1日付） 

氏  名 
異動後               

新役職名 

異動前               

現役職名 

安宅 騎一郎 経営企画本部 グループ経営推進部長 商環境事業本部 事業戦略部長 

藤井 秀人 
人事・総務本部 一級建築士事務所長  

兼 品質・環境・安全推進部次長 

人事・総務本部 大阪管理部長 

兼 一級建築士事務所長 

藤本 敦子 人事・総務本部 大阪管理部長 人事・総務本部 大阪管理部次長 

前島 隆之 商環境事業本部 事業戦略部長 経営企画本部 グループ経営推進部長 

吉本  宏 
商環境事業本部 アカウント第一事業部 

企画開発部長 

商環境事業本部 アカウント第一事業部 

マーケティングディレクター 

佐久間 徹 商環境事業本部 アカウント第二事業部営業１部長 商環境事業本部 アカウント第二事業部 営業２部長

綾部 昌久 商環境事業本部 アカウント第二事業部営業２部長 
商環境事業本部 アカウント第二事業部 営業２部 

第１ルームチーフ 

曽我 聖二 商環境事業本部 アカウント第三事業部長 商環境事業本部 アカウント第三事業部 営業１部長

堤    朗 商環境事業本部 アカウント第三事業部営業１部長 商環境事業本部 アカウント第三事業部 営業２部長

長谷川 豊 商環境事業本部 アカウント第三事業部営業２部長 
商環境事業本部 アカウント第三事業部 営業２部 

第１ルームチーフ 

大井  直 商環境事業本部 アカウント第四事業部営業部長 
商環境事業本部 アカウント第四事業部 営業部  

第２ルームチーフ 

長島 淳夫 商環境事業本部 クリエイティブ局デザイン１部長 
商環境事業本部 クリエイティブ局 デザイン１部 

クリエイティブディレクター 

奥山  裕 商環境事業本部 クリエイティブ局デザイン２部長 
商環境事業本部 クリエイティブ局 デザイン１部 

クリエイティブディレクター 

田中  泉 商環境事業本部 クリエイティブ局デザイン３部長 
商環境事業本部 クリエイティブ局 デザイン１部  

第５ルームチーフ 
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氏  名 
異動後               

新役職名 

異動前               

現役職名 

山崎 康正 商環境事業本部 クリエイティブ局デザイン４部長 
商環境事業本部 クリエイティブ局 デザイン２

部長 

松本 浩一 
商環境事業本部  

プロダクト局 プロダクト・プランニング部長 

商環境事業本部  

プロダクト局 プロダクト・プランニング部  

生産システムルームチーフ 

都丸 正樹 
商環境事業本部 プロダクト局 

プロダクト・ディレクション３部長 

商環境事業本部 プロダクト局  

プロダクト・ディレクション３部 第３ルームチーフ 

中西 繁生 
商環境事業本部 プロダクト局 

プロダクト・ディレクション４部長 

商環境事業本部 プロダクト局  

プロダクト・ディレクション３部長 

藤野  勝 
商環境事業本部 プロダクト局 

プロダクト・ディレクション５部長 

商環境事業本部 プロダクト局  

プロダクト・ディレクション４部長 

栗田 徹也 ＣＣ事業本部 事業戦略部長 ＣＣ事業本部 事業戦略部 担当部長 

中村  久 ＣＣ事業本部 企画開発部長 ＣＣ事業本部 事業戦略部 Ｓ＆Ｉルームチーフ 

酒井 信二 
ＣＣ事業本部 アカウント第一事業部長 

兼 営業１部長 
ＣＣ事業本部 アカウント第一事業部長 

紀    淳 ＣＣ事業本部 アカウント第一事業部 営業２部長 ＣＣ事業本部 アカウント第二事業部 営業１部長 

辻村 公成 ＣＣ事業本部 アカウント第一事業部 営業３部長 ＣＣ事業本部 アカウント第一事業部 営業１部長 

田中 奨一 ＣＣ事業本部 アカウント第二事業部 営業１部長 ＣＣ事業本部 アカウント第二事業部 営業２部長 

村澤 健一 ＣＣ事業本部 アカウント第二事業部 営業２部長 ＣＣ事業本部 アカウント第二事業部 営業３部長 

遠藤 勝彦 ＣＣ事業本部 クリエイティブ局デザイン１部長 ＣＣ事業本部 クリエイティブ局 デザイン２部長 

執行 昭彦 ＣＣ事業本部 クリエイティブ局デザイン２部長 ＣＣ事業本部 クリエイティブ局 デザイン３部長 

栗原 孝弘 ＣＣ事業本部 クリエイティブ局デザイン３部長 ＣＣ事業本部 クリエイティブ局 デザイン５部長 

西村 典泰 ＰＰＰ事業部 事業推進部長 ＰＰＰ事業部 運営管理部長 

 

以 上 
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