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組織変更及び人事異動に関するお知らせ 

 

当社は、本年４月１日付で下記の組織変更及び役員人事を含む人事異動（４月１日付・７月１日付）を

行うことを決定いたしましたのでお知らせします。 

                           

記 

 

１．組織変更（添付：２０２１年４月１日付組織図） 

 

（１）経営の効率化のためコーポレート部門の機能的な部室課の統廃合を推し進めガバナンス強化へ 

① 総務・情報本部と財経本部を統合し、経営管理本部とする。  

② 内部監査課を廃止する。 

③ 情報システム部を廃止し、全社システム戦略の視点で経営企画部に編入する。  

④ 財務・経理部と審査法務部を統合して、財経・審査部とする。 

 財経・経理課と審査法務課を統合して、財経・審査課とする。 

⑤ 業務部を新設し、従来の本支店組織下にあった管理課を経営管理本部組織の下に統合管理する。 

 業務部傘下に業務一課（名古屋本店・西日本支社担当）と業務二課（東京支社担当）を 

新設する。加えて業務一課では本社主導で社内情報のデジタル化を推進する。  

     

 

 

 

 

① 総務・情報本部 経営管理本部 【統合】

財経本部

② 内部監査課 【廃課】

③ 情報システム部 経営企画部に２つの課を編入 【廃部・編入】

④ 財務・経理部

財務・経理課 財経･審査部 【統合・新設】

審査法務部 財経・審査課 【統合・新設】

審査法務課

業務部 【新設】

⑤ 管理課（名古屋本店） 業務一課 【新設】

管理課（関西支店）

管理課（九州支店）

管理課（東京支社） 業務二課 【新設】

【コーポレート部門】



（２） 営業部門の組織、分掌を明確にして戦略強化へ 

① 西日本支社を新設し、傘下に関西支店・九州支店を配す。  

② 東京支社の営業一部、営業二部を扱い品種を明確にした部名に名称変更を行う。 

③ 北関東支店を北関東営業所として東京支社/自動車鋼材部に編入する。  

④ 札幌営業所を東京支社/鋼板・鋼管建材部に編入する。  

     

 

 

２．取締役人事（２０２１年４月１日付） 

  氏名         新         現 

藤條 修也 経営インフラ統括管掌 総務・情報本部長 

兼経営インフラ統括管掌 

兼情報システム部長 

松永 敏博 営業本部長 営業本部長兼名古屋本店長 

小西 伸雄 経営管理本部長兼経営企画部長 財経本部長兼経営企画部長 

 

３．理事人事（２０２１年７月１日付） 

  氏名         新         現 

側島 紳司 経営インフラ統括 

兼経営管理本部/総務人事部長 

総務・情報本部/ 

総務人事部長 

田中 之介 名古屋本店長 名古屋本店/自動車鋼材部長 

 

４．本店長・支社長・支店長人事（２０２１年４月１日付） 

  氏名         新         現 

田中 之介 

 

 

名古屋本店長 名古屋本店/自動車鋼材部長 

犬飼 雅自 西日本支社長兼関西支店長 九州支店長兼管理課長 

兼（株）カノークス鋼管九州/社長 

小河 正直 名古屋本店/東北支店長 名古屋本店/東北支店長 

兼（株）カノークス鋼管北上/社長 

大道 新吾 西日本支社/九州支店長 九州支店/副支店長 

兼鋼管建材課長 

① 西日本支社 【新設】

東京支社

② 営業一部 自動車鋼材部 【改称】

③ 北関東支店 北関東営業所 【編入・改称】

② 営業二部 鋼板・鋼管建材部 【改称】

④ 札幌営業所 札幌営業所 【編入】

【営業部門】



５．部長・課長人事（２０２１年４月１日付） 

  コーポレート部門 

  氏名         新         現 

佐々木 英忠 経営管理本部/業務部長 名古屋本店/副本店長 

兼（株）カノークス物流/社長 

花田 寛之 経営管理本部/財経･審査部長 財経本部/財務・経理部長 

兼審査法務部長 

加藤 高志 経営管理本部/財経･審査部/ 

財経・審査課長 

財経本部/財務・経理部/ 

財務・経理課長兼審査法務課長 

村井 弘敬 経営管理本部/業務部/ 

業務一課長 

総務・情報本部/ 

情報システム部/情報インフラ課長 

吉田 直人 経営管理本部/経営企画部/ 

情報インフラ課長 

総務・情報本部/ 

情報システム部/情報インフラ課/ 

担当課長 

齋藤 武則 経営管理本部/業務部/ 

業務二課長 

（株）カノークス鋼管関東/社長 

   

  営業部門 

  氏名         新         現 

水野 伸 名古屋本店/自動車鋼材部長 名古屋本店/自動車鋼材部/次長 

兼（株）カノークス鋼管東海/社長 

塚本 泰三 名古屋本店/鋼管建材部長 

兼鋼管建材一課長 

名古屋本店/鋼管建材部/次長 

兼鋼管建材一課長 

神谷 光聖 名古屋本店/鋼板部/次長 

兼鋼板課長 

名古屋本店/鋼板部/ 

鋼板課長 

鈴木 隆介 名古屋本店/自動車鋼材部/ 

自動車鋼材三課長 

名古屋本店/自動車鋼材部/ 

自動車鋼材二課長 

丹羽 陽介 名古屋本店/自動車鋼材部/ 

自動車鋼材二課長 

名古屋本店/自動車鋼材部/ 

自動車鋼材二課/課長補佐 

野田 祐一 東京支社/自動車鋼材部/ 

北関東営業所長 

東京支社/北関東支店/ 

自動車鋼材課長 

伊藤 洋平 東京支社/鋼板･鋼管建材部/ 

鋼板課長 

東京支社/営業二部/ 

鋼板課/課長補佐 

近田  祐介 西日本支社/九州支店/ 

鋼管建材課長 

九州支店/鋼管建材課/ 

課長補佐 



６．関係会社社長人事（２０２１年４月１日付） 

   

  氏名         新         現 

濵田 顕吉 （株）カノークス鋼管東海/社長 名古屋本店/自動車鋼材部/ 

自動車鋼材三課長 

清水 英年 （株）カノークス物流/社長 名古屋本店/鋼管鋼材部長 

西山 英孝 （株）カノークス鋼管北上/社長 名古屋本店/東北支店/ 

東北営業課長 

堀井 仁 （株）カノークス鋼管関東/社長 関西支店長兼管理課長 

南形 武志 （株）カノークス鋼管九州/社長 （株）カノークス鋼管九州/ 

取締役業務部長 

 

                                                              

以上 



２０２1年度４月１日付　カノークス　組織図

髙木　清秀 81

藤條　修也 藤條　修也藤條　修也 8301

サステナビリティ推進室

コンプライアンス委員会

監査室

経営企画部 経営企画課

情報インフラ課

システム戦略課

経営管理本部 総務人事部 総務人事課

安全衛生推進課

財経･審査部 財経・審査課

業務部 業務一課

業務二課

名古屋本店 自動車鋼材部 自動車鋼材一課

自動車鋼材二課

自動車鋼材三課

鋼板部 鋼板課

佐々木　英忠 8803 静岡営業所

鋼管建材部 鋼管建材一課

鋼管建材二課

金沢営業所

営業本部

東北支店 東北営業課

東京支社 自動車鋼材部 自動車鋼材課

藤本　善久 8905 北関東営業所

鋼板･鋼管建材部 鋼板課

鋼管建材課

札幌営業所

関西支店 大阪営業課

中国営業所

西日本支社 四国営業所

九州支店 自動車鋼材課

大道　新吾 20207 鋼管建材課

安全衛生委員会

リスク管理委員会

内部統制委員会

株主総会

監査役会

取締役会

社長

執行役員会

経営インフラ統括
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