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2021 年 1 月 4 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  取締役上席専務執行役員 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、2021 年 1 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したの

でお知らせいたします。 

 

記 

１．組織変更 

（１）組織変更の目的 

  ◇ 業績低下に歯止めをかけ、挽回を確実なものとしていくため全社的に組織を改編するこ

とといたします。 

 

（２）組織変更の主な内容 

◇ 「部門制（営業部門、スタッフ部門）」を改め、フラットな組織といたします。 

◇ レディスアパレルを「ニットカットソー」、「布帛・ボトムス」の２セクションに大括り

し、アイテム、年代を越えてより横断的にトータルで提案できる組織といたします。 

◇ ブランディングを強化し、面展開の企画を充実させるため、新たなグループ（「ガーメン

トディレクショングループ」、「ジョイントビジネスグループ」）を立ち上げます。 

◇ 同時に生活関連全般への事業展開を強化するため「ライフスタイルグループ」を新設い

たします。 

◇ 「首都圏販売グループ」を新設し、主要得意先向け販売を強化してまいります。 

 

（３）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 

滝 一夫 代表取締役社長執行役員 

 

代表取締役社長執行役員 

社長 兼 営業本部長 

武藤 篤 取締役上席専務執行役員 

社長補佐 兼 新規事業案件担当 

兼 ｼﾞｮｲﾝﾄﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ 

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 

ｺﾒﾀﾞ営業部担当 兼 経営企画部長 兼  

法務ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ室長 

岡本 智 取締役専務執行役員 

首都圏営業ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ 

取締役専務執行役員 

営業副本部長 
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池田 雅彦 取締役執行役員 

ｱﾊﾟﾚﾙｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ 兼 大阪支店長 

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 

柚木 健太郎 取締役執行役員 

ｶﾞｰﾒﾝﾄﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ 

兼 首都圏営業ｸﾞﾙｰﾌﾟ副ﾏﾈｼﾞｬｰ 

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 

 

３．執行役員の業務委嘱の変更 

氏名 新 旧 

喜多 勇 常務執行役員 

ﾏﾃﾘｱﾙｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ 

常務執行役員 

ﾏﾃﾘｱﾙ営業部担当 兼 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾃｷｽﾀｲﾙ営業部

管掌 

若山 典男 執行役員 

ｱﾊﾟﾚﾙｸﾞﾙｰﾌﾟﾆｯﾄ･ｶｯﾄｿｰｾｸｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ 

執行役員 

生産統括部担当 

成田 伸一 執行役員 

株式会社ﾀｷﾋﾖｰ･ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ･ﾌﾟﾗｻﾞ 出向 

執行役員 

ﾀｷﾋﾖｰ(上海)貿易有限公司 董事長 

永島 敬三 執行役員 

ﾀｷﾋﾖｰ(上海)貿易有限公司 出向 

執行役員 

ﾏﾃﾘｱﾙ営業部ﾏﾃﾘｱﾙ営業部長 

市原 俊明 執行役員 

ﾍﾞﾋﾞｰ･ｷｯｽﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ 

執行役員 

ｱﾊﾟﾚﾙ第一営業部ﾐｯｼｰ･ﾐｾｽ部長 

磯村 真理子 執行役員 

社長付 

執行役員 

ｱﾊﾟﾚﾙ第二営業部担当 

大谷 克彦 執行役員 

人材開発ｾｸｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ 

兼 法務･ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽｾｸｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ 

執行役員 

人材開発部長 

 

三輪 孝秀 執行役員 

経理ｾｸｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ 

執行役員 

経理部長 

滝 元志郎 

（新任） 

執行役員 

ﾒﾗﾝｼﾞﾄｯﾌﾟｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ 

 

ﾒﾗﾝｼﾞﾄｯﾌﾟ営業部担当 

板倉 秀紀 

（新任） 

執行役員 

ｱﾊﾟﾚﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ副ﾏﾈｼﾞｬｰ 

兼 ｱﾊﾟﾚﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ布帛･ﾎﾞﾄﾑｽｾｸｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ 

 

ｱﾊﾟﾚﾙ第一営業部ﾔﾝｸﾞ･ﾎﾞﾄﾑ部長 

 

４．人事異動 

氏名 新 旧 

大場 雅仁 ｱﾊﾟﾚﾙｸﾞﾙｰﾌﾟﾘﾗｸｼﾝｸﾞｾｸｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ ｱﾊﾟﾚﾙ第二営業部ﾎｰﾑｳｴｱ部長 

湯治 和人 ｱﾊﾟﾚﾙｸﾞﾙｰﾌﾟﾒﾝｽﾞｾｸｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ ｱﾊﾟﾚﾙ第二営業部ﾒﾝｽﾞ部長 

忠鉢 充夫 ﾍﾞﾋﾞｰ･ｷｯｽﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ副ﾏﾈｼﾞｬｰ ｱﾊﾟﾚﾙ第二営業部副担当 

兼 新規事業 P.T.担当 

佐々木 正樹 ﾍﾞﾋﾞｰｷｯｽﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾍﾞﾋﾞｰｾｸｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ ｱﾊﾟﾚﾙ第二営業部ﾍﾞﾋﾞｰｷｯｽﾞⅠ部長 

井上 平良 ﾍﾞﾋﾞｰｷｯｽﾞｸﾞﾙｰﾌﾟｷｯｽﾞｾｸｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ ｱﾊﾟﾚﾙ第二営業部ﾍﾞﾋﾞｰｷｯｽﾞⅡ部長 
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坂口 宏之 首都圏営業ｸﾞﾙｰﾌﾟｱｶｳﾝﾄｾｸｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ ｱﾊﾟﾚﾙ第一営業部ﾐｯｼｰ･ﾐｾｽ部販売部長 

柴田 多聞 首都圏営業ｸﾞﾙｰﾌﾟｱｶｳﾝﾄｾｸｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ ｱﾊﾟﾚﾙ第一営業部ﾔﾝｸﾞ･ｷｬﾘｱ部長 

吉川 昌孝 首都圏営業ｸﾞﾙｰﾌﾟｱｶｳﾝﾄｾｸｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ ｱﾊﾟﾚﾙ第二営業部ﾍﾞﾋﾞｰｷｯｽﾞⅢ部長 

松本 弘之 首都圏営業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ開発ｾｸｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ 

総合企画室製品企画開発室 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ開発ﾁｰﾑ部長 

中嶋 正樹 素材開発/販売ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ 総合企画室ﾃｷｽﾀｲﾙ企画開発室長 

法泉寺 修 ｶﾞｰﾒﾝﾄﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ 

ｶﾞｰﾒﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｾｸｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ 

総合企画室製品企画開発室長 

土屋 旅人 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾄﾚｰﾄﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾃｷｽﾀｲﾙ営業部貿易部長 

内田 好繁 ﾏﾃﾘｱﾙｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 生活関連事業開発室長 

梶野 仁司 生産統括ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ 生産統括部生産統括室長 

野田 博之 営業ｻﾎﾟｰﾄｾｸｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ ｱﾊﾟﾚﾙ営業部営業推進 1課長 

岩田 昇 ﾗｲﾌｽﾀｲﾙｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾃｷｽﾀｲﾙ営業部担当 

横山 和仁 経営企画ｾｸｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ 経営企画部経営企画室長 

森 俊之 物流ｾｸｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ 物流統括部長 

櫻井 真 総務ｾｸｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ 総務部長 

香川 竜太郎 ｼｽﾃﾑｾｸｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ ｼｽﾃﾑ部長 

藤橋 洋治 業務監査ｾｸｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ 業務監査室長 

 

以上 
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組織図（対比表） 

＜変更前＞ ＜変更後＞　2021年1月1日付

社　長 ニット・カットソーセクション

布帛・ボトムスセクション

ヤング・トップス部 リラクシングセクション

ヤング・ボトム部 メンズセクション

ヤング・キャリア部

ミッシー・ミセス部 ベビーセクション

キッズセクション

ベビーキッズⅠ部

新規事業P.T. アカウントセクション

ベビーキッズⅡ部 コーディネート開発セクション

ベビーキッズⅢ部

ホームウエア部

メンズ部

ガーメントプロジェクトセクション

テキスタイル営業部

貿易部

製品企画開発室

テキスタイル企画開発室

生産統括室

QC統括室 営業サポートセクション

コメダ営業部 経営企画セクション

システムセクション

人材開発セクション

物流セクション

経理セクション

   経営企画部 総務セクション

   システム部

   人材開発部 東京支店

   物流統括部 大阪支店

   経理部 ニューヨーク支店

   総務部 ミラノ支店

   東京支店

   大阪支店 業務監査セクション

法務・コンプライアンスセクション

   ニューヨーク支店

   ミラノ支店

   業務監査室

   法務・コンプライアンス室

   生活関連事業開発室

営業部門 社　長 アパレルグループ

アパレル第一営業部 上席専務執行役員

ベビー・キッズグループ

アパレル第二営業部

首都圏営業グループ

素材開発／販売グループ

ガーメントディレクショングループ

グローバルテキスタイル営業部

ジョイントビジネスグループ

生産統括グループ

ライフスタイルグループ

   生産統括部

スタッフ部門

メランジトップ営業部 グローバルトレードグループ

マテリアル営業部 メランジトップグループ

マテリアルグループ

   総合企画室

 

 

 


