
1 
 

 

2020 年 3 月 2 日 

各  位 

会 社 名  タキヒヨー株式会社 

代表者名  代表取締役社長執行役員 滝 一夫 

(コード番号 9982 東証・名証市場第一部) 

問合せ先  取締役専務執行役員 

スタッフ部門統轄    武藤 篤 

(TEL. 052-587-7111) 

 

組織変更および人事異動に関するお知らせ 

 

当社は、2020 年 3 月 1日付けで、下記のとおり組織変更および人事異動を実施いたしますので

お知らせいたします。 

記 

１．組織変更 

（１）組織変更の目的 

  ◇ アパレル業界は大きな構造変化の節目を迎えており、当社の主力事業であるレディスア

パレルもここ数年にわたり低迷が続いております。これに対し当社では、従来強みとし

てきた単品アイテム毎（カットソー・ボトムス・ニット・婦人服など）の組織を再編し、

ヤング・ミセス双方の顧客層にトータルコーディネート（コンセプトに基づき、シルエ

ット・色彩・素材など衣服全体を調和させる）で訴求できる商品企画を強化していく体

制といたします。 

  ◇ ベビー・キッズアパレルの商品提案力の強化と生産の効率化を進めるため、キャラクタ

ー商品と一般商品で区別しないエイジ別の組織（ベビーキッズⅠ部（新生児）、ベビーキ

ッズⅡ部（ベビー・トドラー）、ベビーキッズⅢ部（スクール））に再編いたします。 

  ◇ これまで各々の営業組織が担ってきた生産関連業務について、全社横断型組織として生

産統括部を新設し、併せて QC（品質管理・技術指導など）機能を組入れ、品質水準の

安定性をさらに高めていく体制といたします。 

（２）組織変更の内容・・・別添の組織図（対比表）をご参照ください。 

 

２．取締役の業務委嘱の変更 

氏名 新 旧 

岡本 智 取締役専務執行役員 

営業副本部長 

 

取締役専務執行役員 

営業副本部長 兼 ｱﾊﾟﾚﾙ第二営業部担当 兼 

QC 統括室担当 

武藤 篤 取締役専務執行役員 

スタッフ部門統轄 兼 ｱﾊﾟﾚﾙ第一営業部担当 

兼 コメダ営業部担当 兼 経営企画部長 

兼 法務ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ室長 

取締役専務執行役員 

スタッフ部門統轄 兼 コメダ営業部担当 兼

経営企画部長 兼 システム部長 

池田 雅彦 取締役執行役員 

ｱﾊﾟﾚﾙ第一営業部副担当 ﾔﾝｸﾞ･ﾄｯﾌﾟｽ部、ﾔﾝ

ｸﾞ･ﾎﾞﾄﾑ部、ﾔﾝｸﾞ･ｷｬﾘｱ部管掌 兼 生産統括部

管掌 兼 大阪支店長 

取締役執行役員 

ｱﾊﾟﾚﾙ第一営業部婦人Ⅳ部・Ⅴ部・婦人服部・

婦人販売部担当 兼 ｱﾊﾟﾚﾙ第一営業部婦人Ⅳ

部長 兼 総合企画室長 兼 大阪支店長 
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柚木 健太郎 取締役執行役員 

ｱﾊﾟﾚﾙ第一営業部副担当 ﾐｯｼｰ･ﾐｾｽ部管掌 

兼 総合企画室長 

取締役執行役員 

ｱﾊﾟﾚﾙ第一営業部婦人Ⅰ部・Ⅱ部・Ⅲ部担当 

兼 新規事業開発室長 

 

３．執行役員の業務委嘱の変更 

氏名 新 旧 

若山 典男 執行役員 

生産統括部担当 

執行役員 

営業本部長付生産特命担当部長 

永島 敬三 執行役員 

営業本部長付 

執行役員 

ｱﾊﾟﾚﾙ第二営業部ホームウエア部長 

市原 俊明 執行役員 

ｱﾊﾟﾚﾙ第一営業部ﾐｯｼｰ･ﾐｾｽ部長 

執行役員 

ｱﾊﾟﾚﾙ第一営業部婦人Ⅰ部長 

磯村 真理子 執行役員 

ｱﾊﾟﾚﾙ第二営業部担当 

執行役員 

ｱﾊﾟﾚﾙ第二営業部ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾍﾞﾋﾞｰ&ｷｯｽﾞ部長 

 

４．執行役員の就任  

氏名 業務委嘱 

大谷 克彦 人材開発部長 

三輪 孝秀 経理部長 

  

５．人事異動 

氏名 新 旧 

松原 武彦 ｱﾊﾟﾚﾙ第一営業部ﾔﾝｸﾞ･ﾄｯﾌﾟｽ部長 ｱﾊﾟﾚﾙ第一営業部婦人服部長 

板倉 秀紀 ｱﾊﾟﾚﾙ第一営業部ﾔﾝｸﾞ･ﾎﾞﾄﾑ部長 ｱﾊﾟﾚﾙ第一営業部婦人Ⅱ部長 

柴田 多門 ｱﾊﾟﾚﾙ第一営業部ﾔﾝｸﾞ･ｷｬﾘｱ部長 ｱﾊﾟﾚﾙ第一営業部婦人Ⅲ部長 

坂口 宏之 ｱﾊﾟﾚﾙ第一営業部ﾐｯｼｰ･ﾐｾｽ部販売部長 ｱﾊﾟﾚﾙ第一営業部婦人Ⅴ部長 

忠鉢 充夫 ｱﾊﾟﾚﾙ第二営業部副担当 兼 新規事業 P.T.

担当 

ｱﾊﾟﾚﾙ第二営業部ﾍﾞﾋﾞｰｷｯｽﾞⅠ部長 

佐々木 正樹 ｱﾊﾟﾚﾙ第二営業部ﾍﾞﾋﾞｰｷｯｽﾞⅠ部長 ｱﾊﾟﾚﾙ第二営業部ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾍﾞﾋﾞｰ&ｷｯｽﾞ部

営業 331 課長 

井上 平良 ｱﾊﾟﾚﾙ第二営業部ﾍﾞﾋﾞｰｷｯｽﾞⅡ部長 ｱﾊﾟﾚﾙ第二営業部ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾍﾞﾋﾞｰ&ｷｯｽﾞ部

営業 332 課長 

吉川 昌孝 ｱﾊﾟﾚﾙ第二営業部ﾍﾞﾋﾞｰｷｯｽﾞⅢ部長 ｱﾊﾟﾚﾙ第二営業部ﾍﾞﾋﾞｰｷｯｽﾞⅡ部長 

大場 雅仁 ｱﾊﾟﾚﾙ第二営業部ﾎｰﾑｳｴｱ部長 ｱﾊﾟﾚﾙ第二営業部ﾎｰﾑｳｴｱ部ﾎｰﾑｳｴｱ 371 課長  

兼 名古屋販売課長 

梶野 仁司 生産統括部生産統括室長 ｱﾊﾟﾚﾙ第一営業部婦人販売部長 

滝 英夫 経営企画部戦略開発室長 法務ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ室長 

横山 和仁 経営企画部経営企画室長 経営企画部経営企画室長 

香川 竜太郎 ｼｽﾃﾑ部長 ｼｽﾃﾑ部ｼｽﾃﾑ運用管理課長 

藤橋 洋治 業務監査室長 統合監査室業務監査ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ 

 

以上 
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組織図（対比表） 

＜変更前＞ ＜変更後＞　2020年3月1日現在

社　長 社　長

婦人Ⅰ部 ヤング・トップス部

婦人Ⅱ部 ヤング・ボトム部

婦人Ⅲ部 ヤング・キャリア部

婦人Ⅳ部 ミッシー・ミセス部

婦人Ⅴ部

婦人服部 ベビーキッズⅠ部

婦人販売部 新規事業P.T.

ベビーキッズⅡ部

ディズニーベビー&キッズ部 ベビーキッズⅢ部

ベビーキッズⅠ部 ホームウエア部

ベビーキッズⅡ部 メンズ部

ホームウエア部

メンズ部 テキスタイル営業部

貿易部

テキスタイル営業部

貿易部

製品企画開発室

コーディネート開発チーム

製品企画開発室 テキスタイル企画開発室

テキスタイル企画開発室 サステイナブルチーム

コーディネート開発チーム 生産統括室

QC統括室

QC統括室

新規事業開発室 コメダ営業部

サステイナブルチーム

コメダ営業部

   経営企画部 戦略開発室

経営企画室

   経営企画部    システム部

   システム部    人材開発部

   人材開発部    物流統括部

   物流統括部    経理部

   経理部    総務部

   総務部    東京支店

   東京支店    大阪支店

   大阪支店

   ニューヨーク支店

   ニューヨーク支店    ミラノ支店

   ミラノ支店    業務監査室

   統合監査室    法務・コンプライアンス室

   法務・コンプライアンス室    生活関連事業開発室

   生活関連事業開発室

スタッフ部門

営業部門

アパレル第一営業部

アパレル第二営業部

グローバルテキスタイル営業部

メランジトップ営業部

   総合企画室

スタッフ部門

   生産統括部

営業部門

アパレル第一営業部

アパレル第二営業部

グローバルテキスタイル営業部

メランジトップ営業部

   総合企画室

 

 

 


