
   

平成 28年 3月 23日 

 

各 位 

                          会 社 名  大王製紙株式会社 

                          代表者名  代表取締役社長   佐光 正義 

                          コード番号 3880 東証第一部 

                          問合せ先  執行役員人事本部長 渡部 哲也 

                          TEL    03－6856－7503 

 

代表取締役の異動及び部門長の異動に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び部門長の異動について決議しました

のでお知らせします。 

 

記 

 

 

１．代表取締役の異動(平成 28年 4月 1日付) 

１）異動の理由 

   管理部門、生産部門、営業部門の責任体制を明確にし、迅速に意思決定、業務執行できる 

ようにする。 

 

２）異動の内容 

(新役職) (氏 名) (旧役職) 

代表取締役専務 

経営管理本部長 兼 総務本部担当 

 

阿達 敏洋 専務取締役 

経営管理本部長 

代表取締役専務 

生産本部長 

森  憲一 専務取締役 

生産本部長 

 

代表取締役専務 

営業管掌 兼 洋紙事業部長 

兼 営業推進本部長 

兼 物流企画本部担当 

 

岡崎 邦弘 専務取締役 

営業管掌 兼 洋紙事業部長 

兼 営業推進本部長 

 

 

 

 

 



   

 

２．部門長の異動(平成 28年 4月 1日付) 

 

(新役職) (氏 名) (旧役職) 

執行役員 

洋紙事業部新聞用紙営業本部長 

木村 洋介 執行役員 

経営管理本部財務部長 

 

 

執行役員 

洋紙事業部洋紙営業本部長 

 

若林 頼房 執行役員 

洋紙事業部新聞用紙営業本部長 

 

執行役員 

大王紙パルプ販売株式会社 

代表取締役専務 営業管掌 

桑島 正利 執行役員 

洋紙事業部洋紙営業本部長 

 

 

ホーム＆パーソナルケア事業部 

コンシューマ営業本部長 

設楽 裕之 ホーム＆パーソナルケア事業部 

コンシューマ営業本部 

副本部長(営業推進担当) 

 

ホーム＆パーソナルケア事業部 

コンシューマ営業本部 

副本部長(東日本担当) 

 

河原 秀行 ホーム＆パーソナルケア事業部 

広告宣伝部長代理 

 

板紙・段ボール事業部板紙営業本部 

副本部長 

 

濱中 一弘 板紙・段ボール事業部板紙営業本部 

板紙部長代理 

 

名古屋支店名古屋洋紙部長 目嵜 富之 ホーム＆パーソナルケア事業部 

コンシューマ営業本部長 

 

板紙・段ボール事業部板紙営業本部 

板紙部長 

佐々木 勝也 ホーム＆パーソナルケア事業部 

コンシューマ営業本部 

副本部長(東日本担当) 

 

   

以 上 

 

 

 

 



   

新任代表取締役の略歴 

 

新役職名       代表取締役専務 経営管理本部長 兼 総務本部担当 

氏名（よみがな）   阿達 敏洋（あだち としひろ） 

生年月日           昭和３０年 ９月１９日（６０才） 

略    歴           昭和５４年  ４月 当社入社 

                   平成 ９年 ５月 家庭紙事業部マーケティング本部 副本部長 

                   平成１０年 ３月 家庭紙事業部営業推進本部長 

                   平成１１年 １月 家庭紙事業部テークケア営業本部長 

                   平成１４年 ７月 名古屋パルプ㈱ 常務取締役 

                   平成１５年１２月 大日製紙㈱ 代表取締役社長 

                   平成１６年 ６月 末広印刷㈱ 代表取締役副社長  

                   平成１８年 ６月 取締役ホーム＆パーソナルケア事業部 

 法人･施設営業本部長  

                   平成１９年 １月 常務取締役 三島工場生産担当  兼  生産企画本部長  

          平成２０年 ４月 常務取締役 四国本社総務、財務、経理、計画予算、 

平成２０年 ４月 情報システム担当 

          平成２４年 ６月 専務取締役 経営管理本部長（現） 

所有株式数     １１千株 

 

新役職名      代表取締役専務 生産本部長 

氏名（よみがな）   森 憲一（もり けんいち） 

生年月日           昭和２７年  ４月２１日（６３歳） 

略    歴           昭和５０年  ４月  当社入社 

                   平成 ２年 ７月  臨海工場第六製紙部長代理 

                   平成 ７年１０月  名古屋パルプ㈱ 取締役工場次長 

                   平成１４年 ７月  ダイオーメンテナンス㈱ 取締役開発部長 

                   平成１５年 １月  三島工場長代理 

             平成１７年 ５月  三島工場 工務部長 

             平成１８年 １月  いわき大王製紙㈱ 取締役工場次長 

             平成１８年 ７月  エリエールテクセル㈱ 代表取締役社長 

             平成２２年 ４月  ダイオーエンジニアリング㈱ 

                   代表取締役社長 

             平成２３年 ４月  三島工場長 

          平成２３年 ６月 取締役 三島工場長 

          平成２４年 ６月 常務取締役 生産本部長 

          平成２７年 ６月 専務取締役 生産本部長（現） 

所有株式数     ５千株 
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新役職名      代表取締役専務 営業管掌 兼 洋紙事業部長  

兼 営業推進本部長 兼 物流企画本部担当 

氏名（よみがな）   岡崎 邦弘（おかざき くにひろ） 

生年月日         昭和２９年 １２月２１日（６１歳） 

略    歴           昭和５２年  ４月  当社入社 

            平成１０年１０月  ダイオーサニタリープロダクツ㈱ 代表取締役社長 

            平成１２年 ６月  取締役 家庭紙事業部西日本営業本部長 

            平成１４年１１月  取締役 ホーム＆パーソナルケア事業部首都圏営業本部長 

            平成１７年 １月  取締役 ホーム＆パーソナルケア事業部営業担当 

            平成１８年 １月  取締役 ホーム＆パーソナルケア事業部西日本営業本部長 

            平成２０年 ６月  常務取締役 ホーム＆パーソナルケア事業部 

                   西日本営業本部長 

             平成２０年 ９月  常務取締役 洋紙営業本部長 

             平成２１年 ３月  常務取締役 洋紙営業本部長 兼 情報用紙営業本部担当 

             平成２３年 ５月  常務取締役 洋紙東日本営業本部長  

                   兼 包装用紙営業本部担当 

             平成２３年 ６月  大建紙販売㈱ 代表取締役専務 

             平成２４年 ３月  執行役員 ホーム＆パーソナルケア事業部副事業部長 

          平成２４年 ６月 常務取締役 洋紙事業部長 兼 営業推進本部長 

          平成２７年 ６月 専務取締役 洋紙事業部長 兼 営業推進本部長  

          平成２８年 １月 専務取締役 営業管掌 兼 洋紙事業部長  

                  兼 営業推進本部長（現） 

所有株式数     ８千株 
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平成２８年４月１日以降の役員体制 

 １．役員 

   代表取締役社長  佐光 正義  

   代表取締役専務  阿達 敏洋  経営管理本部長 兼 総務本部担当 

   代表取締役専務  森  憲一  生産本部長 

   代表取締役専務  岡崎 邦弘  営業管掌 兼 洋紙事業部長 兼 営業推進本部長 

                   兼 物流企画本部担当 

   常務取締役    大原 英樹  経営企画本部長 兼 コンプライアンス、監査部担当 

   常務取締役    都築 明宏  ホーム＆パーソナルケア事業部長 

   取締役      小野 享志  生産本部副本部長 兼 三島工場長 

   取締役      山﨑 浩史  資源・資材本部長 

   取締役      清水 康徳  板紙・段ボール事業部長 

   取締役      篠原 義幸  生産本部三島工場次長 

   取締役      山上 俊樹  ホーム＆パーソナルケア事業部海外事業本部長 

   非常勤取締役   吉田 伸彦  社外取締役 

   非常勤取締役   米田 幸正  社外取締役 

   非常勤取締役   近藤 保之  社外取締役 

   監査役      宇野 哲哉  

   監査役      石丸 進  

   監査役（社外）  越智 俊典  

   監査役（社外）  山川 洋一郎  

   監査役（社外）  清水 芳信  

 
 

 ２．執行役員 

   執行役員     萬 秀憲   ホーム＆パーソナルケア事業部知的財産部長 

   執行役員     工藤 敏久  大王紙パルプ販売㈱代表取締役社長 

   執行役員     井関 哲   洋紙事業部情報用紙営業本部長 

   執行役員     渡部 哲也  人事本部長 兼 

グループ間接部門生産性向上推進プロジェクト担当 

   執行役員     木村 洋介  洋紙事業部新聞用紙営業本部長 

   執行役員     若林 頼房  洋紙事業部洋紙営業本部長 
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執行役員     桑島 正利  大王紙パルプ販売㈱代表取締役専務 

執行役員     二宮 俊史  エリエールインターナショナルチャイナ（ナントン） 

総経理 

執行役員     溝渕 博士  生産本部技術開発部長 

執行役員     松本 幸夫  大王パッケージ㈱代表取締役社長 

執行役員     西川 靖   経営企画本部経営企画部長 

執行役員     田中 幸広  総務本部長 

執行役員     藤井 博充  秘書室長 

執行役員     藤田 浩幸  エリエールインターナショナルタイランド 

代表取締役社長 
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