
平成 27年 2月 13日 

各 位 

会社名           コクヨ株式会社 

代表者 代表取締役社長執行役員 黒田 章裕 

（コード番号 7984 東証第 1部） 

     問合せ先     財務経理部長 小嶋 浩毅 

（TEL：06－6976－1221） 

 

 

代表取締役の異動及び役員人事のお知らせ 

 

当社は、平成 27 年 2 月 13 日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内

定し、役員人事について決議いたしましたのでお知らせいたします。 

なお、役員人事は平成 27年 3月 27日開催予定の第 68回定時株主総会および当該総会後に開

催予定の取締役会を経て正式決定する予定であります。 

 

記 

 

１．異動の理由 

 新たな経営執行体制のもと、コクヨグループが一丸となって迅速かつ抜本的な改革を断行し、

収益性の向上と今後の成長を実現するため。選定につきましては、取締役会の諮問機関として

有識者、社外取締役を中心に構成された人事委員会において慎重に討議を重ね、答申を受けた

結果を踏まえたうえで、当社取締役会において決議されております。 

 

２．代表取締役の異動（平成 27 年 3月 27日付） 

氏 名 新役職 現役職 

黒田 章裕 代表取締役 会長 代表取締役 社長執行役員 

黒田 康裕 取締役 副会長 代表取締役 副社長執行役員 

黒田 英邦 代表取締役 社長執行役員 

（最高経営責任者） 

取締役 専務執行役員 

   ＊新任代表取締役の略歴は別紙記載 

 

 

３．取締役の異動（平成 27年 3月 27 日付） 

・新任取締役（略歴は別紙記載） 

氏 名 新役職 現役職 

宮垣 信幸 取締役 

グループ上席執行役員 

経営管理本部長 

常勤監査役 

藤原 健嗣 社外取締役 － 
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・退任予定取締役： 松下 正 （現 取締役 常務執行役員） 

          永田 武全（現 社外取締役） 

           大根田伸行（現 社外取締役） 

 

 

４．監査役の異動（平成 27年 3月 27 日付） 

 ・新任監査役（略歴は別紙記載） 

氏 名 新役職 現役職 

住谷 勉 常勤監査役 コクヨＳ＆Ｔ株式会社 

取締役 常務執行役員 

宮川 美津子 補欠監査役 － 

 

 

５．執行役員人事（平成 27年 3月 27 日付） 

 

氏 名 新役職 現役職 

森川 卓也 取締役 

グループ上席執行役員  

海外事業本部長 

取締役 専務執行役員 

(コクヨＳ＆Ｔ株式会社 

代表取締役社長) 

梅田 直孝 グループ執行役員 

経営企画室長 

コクヨファニチャー株式会社 

上席執行役員 

坂上 浩三 グループ執行役員 

ファニチャー事業本部長 

(コクヨファニチャー株式会社 

代表取締役社長 兼務) 

コクヨファニチャー株式会社 

取締役 執行役員 

高橋 健一郎 グループ執行役員 

カウネット事業本部長 

(株式会社カウネット 

代表取締役社長 兼務) 

コクヨＳ＆Ｔ株式会社 

執行役員 

八十 卓司 グループ執行役員 

ステーショナリー事業本部長 

(コクヨＳ＆Ｔ株式会社 

代表取締役社長 兼務) 

株式会社カウネット 

代表取締役社長 
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ご参考：平成 27年 3月 27日以降の役員体制 

 

・取締役、監査役 

代表取締役 黒田 章裕 

黒田 英邦 

取締役 黒田 康裕 

森川 卓也 

宮垣 信幸 

作田 久男＊ 

浜田 宏＊ 

藤原 健嗣＊ 

監査役 小谷 洋一 

住谷 勉 

谷津 朋美＊ 

水野 裕＊ 

    ＊社外役員 

 

  ・執行役員 

社長執行役員 

（最高経営責任者） 

黒田 英邦 

グループ上席執行役員 森川 卓也 

宮垣 信幸 

グループ執行役員 

（５０音順） 

梅田 直孝 

坂上 浩三 

高橋 健一郎 

八十 卓司 
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別紙 

 

新任代表取締役候補者の略歴 

 

氏  名：黒田 英邦 （くろだ ひでくに） 

昭和 51年 1月 10日生まれ 

出身地 兵庫県 

 

平成 10年 3月  甲南大学 経営学部卒業 

平成 12年 3月  米国オレゴン州ルイスアンドクラーク大学 経済学部卒業 

平成 13年 4月  当社 入社 

平成 17年 7月  コクヨオフィスシステム株式会社 取締役兼執行役員 

平成 19年 6月  同 取締役兼常務執行役員 

平成 21年 3月  当社 取締役 

平成 21年 3月  コクヨファニチャー株式会社 代表取締役社長（現在に至る） 

平成 23年 3月  当社 取締役退任、常務執行役員 

平成 26年 3月  当社 取締役専務執行役員（現在に至る） 

 

所有株式数 

65,606 株（1月末現在） 
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新任取締役候補者の略歴 

 

氏  名：宮垣 信幸 （みやがき のぶゆき） 

昭和 31年 3月 10日生まれ 

 

昭和 53年 4月  当社 入社 

平成 15年 4月  当社 ＩＴコミュニケーションカンパニー統括部長 

平成 16年 10月   コクヨファニチャー株式会社 監査室長 

平成 23年 3月  当社 プロセス改革部長 

平成 24年 3月  当社 監査役（現在に至る） 

 

所有株式数 

3,901株（1月末現在） 

 

 

 

 

 

氏  名：藤原 健嗣 （ふじわら たけつぐ） 

昭和 22年 2月 19日生まれ 

 

昭和 44年 4月  旭化成工業株式会社（現 旭化成株式会社） 入社 

平成 12年 6月  同社 取締役 

平成 15年 4月  旭化成ケミカルズ株式会社 代表取締役社長 

平成 15年 6月  旭化成株式会社 常務執行役員 

平成 21年 4月  同社 副社長執行役員 

平成 21年 6月  同社 取締役 

平成 22年 4月  同社 代表取締役社長兼社長執行役員 

平成 26年 6月  同社 副会長（現在に至る） 

 

所有株式数 

0株（1月末現在） 

 

招聘理由 

 海外展開も含めた企業経営における、経営トップとしての豊富な経験や知見を当社経営に反

映していただくため 
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新任監査役候補者の略歴 

 

氏  名：住谷 勉 （すみたに つとむ） 

昭和 33年 4月 6日生まれ 

 

昭和 56年 4月  当社 入社 

平成 15年 4月  当社 紙製品 BU（ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ）長 

平成 16年 9月    コクヨＳ＆Ｔ株式会社 チャネル営業部長 

平成 17年 6月  同社 執行役員 オフィスサプライ事業部長 

平成 18年 6月  同社 執行役員 ビジネスマーケティング事業部長 

平成 22年 3月  同社 執行役員 事業戦略本部長 

平成 23年 3月  同社 上席執行役員 経営革新部長 

平成 24年 3月  同社 取締役執行役員 経営革新部長 

平成 26年 3月  同社 取締役常務執行役員（現在に至る） 

 

所有株式数 

0株（1月末現在） 

 

 

 

 

 

新任補欠監査役候補者の略歴 

 

氏  名：宮川 美津子（みやがわ みつこ） 

昭和 35年 2月 13日生まれ 

 

昭和 61年 4月  弁護士登録、西村眞田（現西村あさひ）法律事務所 入所 

平成 2年 10 月  ＴＭＩ総合法律事務所 入所 

平成 6年 3月     米国ニューヨーク州弁護士資格取得 

平成 7年 4月   ＴＭＩ総合法律事務所 パートナー（現在に至る） 

平成 20年 6月  エステー株式会社 社外取締役 

平成 24年 4月  ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社 監査役（現在に至る） 

 

所有株式数 

0株（1月末現在） 
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