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組織変更、役員・執行役員の異動および人事異動に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成 29 年１月 30 日開催の取締役会において、下記のとおり組織変更、役員・執行役員の異

動および人事異動を決議いたしましたのでお知らせいたします。 

  
 
                     記 
 
Ⅰ．組織変更(平成 29 年４月１日付) 

  部門体制を改め、営業第一本部、営業第二本部、管理本部からなる三本部体制とする。 
   

１． 営業第一本部 

     綿糸・合繊糸分野と生地分野を統合し、「原料・生地分野」として再編成を行い、以下の構

成とする。 

(１) 第一部門(第一事業部・第二事業部)： 合繊糸・合繊織物・資材・寝装他 

(２) 第二部門(第一事業部・第二事業部)： 綿糸・綿織物・ニット生地 

 

２． 営業第二本部 

     販路・商流別に現行組織の再編成を行い、「繊維二次製品分野」として以下の構成とする。 

(１)第一部門(第一事業部・第二事業部)： 百貨店・専門店アパレル、セレクトショップ、海外 

(２)第二部門(第一事業部・第二事業部)： 子供、通販、スポーツ関連 

(３)第三部門(第一事業部・第二事業部)： ショッピングセンター、量販店 

 

  ３．管理本部 

     現行の各部機能の高度化を目指して、経営企画部門、管理部門、統括部門からなる三部門体

制とし、各部門には以下の部・グループを設置する。 

(１) 経営企画部門 ： 経営企画部(企画・IR グループ、人材開発グループ)、 

         グループ会社統括部(グループ会社管理グループ、シナジーグループ) 

   (２)管理部門   ： 財務部(財務グループ)、 

経理部(経理総括グループ、営業管理グループ、情報システムグループ)、 

法務審査部(法務審査グループ) 

   (３)統括部門   ： 人事総務部(人事グループ、総務グループ、東京人事総務グループ)、 

              物流部(大阪物流グループ、東京物流グループ)、 

              業務部(大阪業務グループ、東京業務グループ) 

 

 

 



Ⅱ．役員の異動(平成 29 年４月１日付) 
１．取締役の担当職務の変更  

 
 
Ⅲ．執行役員の異動（平成 29 年４月１日付） 
  １．新任 

２．退任 

３．役職の変更 

 
 
 

氏 名 新役職名 旧役職名 

長戸 隆之 取締役 営業第二本部長 取締役 営業第三部門長 

山岡 一朗 
取締役 
営業第二副本部長 兼 第三部門長 

取締役 営業第二部門長 

北山 裕士 
取締役 社長付 
(出向 株式会社マルス 顧問) 

取締役 営業第一部門長 

氏 名 新役職名 旧役職名 

外薗 勝 
執行役員  
営業第一本部第二部門長代理 兼 
第二事業部長 

営業第三部門第二事業部長 兼 
営業一課課長 

杉岡 弘康 
執行役員 
営業第二本部第一部門長代理 兼 
第一事業部長 

営業第三部門第一事業部長 兼 
営業一課課長 

三浦 明石 執行役員 管理本部長 
管理部門 人事総務部長 兼 
総務 IR グループ担当部長 

岡本 富雄 
執行役員 
管理本部管理部門長 兼 経理部長 

管理部門経理部長 

濱田 哲也 

執行役員 
管理本部統括部門人事総務部 
総務グループ付参事 
(出向 株式会社ヴィオレッタ 社長) 

管理部門 
人事総務部総務 IR グループ付参事 
(出向 株式会社ヴィオレッタ 社長) 

氏 名 新役職名 旧役職名 

谷 治 営業第一本部第二部門第一事業部長 

執行役員 
営業第一部門長代理(第二事業部・ 
第三事業部担当) 兼 
第一事業部長 兼 営業一課課長 

太田 義行 

管理本部 
経営企画部門グループ会社統括部 
グループ会社管理グループ付 
シニアコーディネーター 
(出向 PROGRESS(THAILAND) 

CO.,LTD. 社長) 

執行役員 
管理部門経営企画部 
シナジーグループ付参事 
(出向 PROGRESS(THAILAND) 

CO.,LTD. 社長) 

氏 名 新役職名 旧役職名 

馬渡 武継 
執行役員 
営業第一本部長 兼 第一部門長 

執行役員  
管理部門 人事総務部総務 IR 
グループ付参事 
(出向 TATRAS JAPAN 株式会社  

専務) 

中西 猛士 
執行役員 
管理本部統括部門長 兼 業務部長 

執行役員 管理部門長 



Ⅳ．人事異動（平成 29 年４月１日付） 
  １.営業第一本部 

２.営業第二本部 

３.管理本部 

 

 

以上 

氏 名 新役職名 旧役職名 

加藤 忠彦 
第一部門第一事業部長代理 兼 
営業一課課長 

営業第一部門第三事業部長代理 兼 
営業一課課長 

嘉納 淳   
第一部門第二事業部長代理 兼 
営業二課課長 

営業第一部門第四事業部 
営業一課課長 兼 営業二課課長 

石塚 新紀 
第二部門第一事業部長代理 兼 
営業一課課長 

営業第一部門第二事業部長代理 兼 
営業二課名古屋出張所課長 

氏 名       新役職名 旧役職名 

森 将登 第二部門長代理 兼 第一事業部長 営業第三部門第四事業部長 

市野 裕之 第一部門第二事業部長 営業第三部門第三事業部長 

藤本 貴史 
第二部門第二事業部長代理 兼 
営業三課課長 

営業第三部門第四事業部営業二課課長 

三橋 大作 第三部門第一事業部長 営業第二部門第三事業部長 

鈴木 建弥 第三部門第二事業部長 営業第二部門第二事業部長 

氏 名       新役職名 旧役職名 

有馬 浩久 
経営企画部門長 兼  
経営企画部長 兼  
グループ会社統括部長 

管理部門経営企画部長 

橋本 尚央 管理部門財務部長  
管理部門財務部長代理 兼 
財務グループ担当部長代理 

小西 和秀 管理部門法務審査部長 
管理部門経理部 
法務審査グループ担当部長 

田中 浩文 統括部門人事総務部長 
管理部門東京統括部長 兼 
人事総務部人事グループ担当部長 

山本 浩志 統括部門物流部長 管理部門営業推進部長 


