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2022年 11月 28日 

各 位 

上 場 会 社 名 コクヨ株式会社 

代 表 者  代表取締役社長 黒田 英邦 

（コード番号 7984 東証プライム） 

問合せ先責任者 執行役員 

理財本部長 梅田 直孝                  

（ＴＥＬ06-6976-1221） 

 

 

組織改正および役員人事のお知らせ 

 

当社は、2022 年 11 月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり組織改正および取締役候補

者の異動を内定し、役員等の人事について決議いたしましたのでお知らせいたします。 

なお、取締役人事は、2023 年３月 30 日開催予定の第 76 回定時株主総会および当該総会後に開

催予定の取締役会を経て正式決定する予定です。 

 

記 

 

１． 組織改正（2023年１月１日付） 

当社グループは、2021年２月に『長期ビジョン CCC2030』を策定し、森林経営モデルにより多様

な事業の集合体となり、2030年に売上高 5,000億円を目指すことを発表しました。また、『長期ビジ

ョン CCC2030』達成に向けて、2022年 12月期より第３次中期経営計画『Field Expansion 2024』を

スタートさせました。当該中計においては、“既存事業のブラッシュアップ”と“新たなニーズを取り

込んだ事業領域の拡張”両面の取り組みを開始しております。 

そのような中、当社グループは、自らの社会における役割を『WORK & LIFE STYLE Company』

と再定義し、『ワークスタイル領域』と『ライフスタイル領域』という 2 つの事業領域を設定しておりま

すが、この度、各事業領域の位置づけをより明確にするとともに、新規事業へのチャレンジや海外

事業の領域拡張の加速に向けて組織改正を実施いたします。 

 

・ ワークスタイル領域 

国内のファニチャー事業のモノからコトへの流れの加速を一層促進するため、ファニチャー

事業本部を「ワークプレイス事業本部」へ名称変更いたします。海外事業本部からワークスタイ

ル領域の事業を移管し、事業エリアの拡大をテーマとした「海外ファニチャー事業本部」を新設

いたします。これに伴い海外事業本部は廃止いたします。また、卸事業と通販事業の戦略・リソ

ースの統合を目的に、Ｂ流通統括本部とカウネット事業本部を統合し、ビジネスサプライ事業本

部を新設いたします。 

・ ライフスタイル領域 

ステーショナリー事業のグローバルでの戦略推進、領域拡張の促進を目的に、海外事業本

部からライフスタイル領域の事業を移管し、ステーショナリー事業本部と統合、「グローバルステ

ーショナリー事業本部」へ名称変更いたします。  
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２． 取締役の異動（2023年３月 30日付） 

（１） 退任 

氏 名 新役職 現役職 

藤原 健嗣 － 社外取締役 

 

（２） 新任（略歴は別紙記載） 

氏 名 新役職 現役職 

杉江 陸 社外取締役 － 

 

 

３． 執行役員の異動（2023年１月１日付） 

（１） 新任 

氏 名 新役職 現役職 

井上 雅晴 執行役員 

グローバルステーショナリー 

事業本部  副事業本部長 

国誉商業(上海)有限公司 

董事長総経理 

 

矢田 章 執行役員 

ワークプレイス事業本部長 

ファニチャー事業本部  

スペースソリューション本部長 

 

（２） 異動 

氏 名 新役職 現役職 

黒田 英邦 社長 

グローバルステーショナリー 

事業本部長（兼務） 

社長 

ＣＳＶ本部長（兼務） 

梅田 直孝 執行役員 

理財本部長 

ＣＳＶ本部長（兼務） 

執行役員 

理財本部長 

大田 豊 執行役員 

海外ファニチャー事業本部長 

執行役員 

ファニチャー事業本部長 

小野 公輔 執行役員 

ワークプレイス事業本部 

副事業本部長 

執行役員 

ヒューマン＆カルチャー本部長 

福井 正浩 執行役員 

グローバルステーショナリー 

事業本部  副事業本部長 

執行役員 

ステーショナリー事業本部長 

宮澤 典友 執行役員 

ビジネスサプライ事業本部長 

（株式会社カウネット 

代表取締役社長） 

執行役員 

Ｂ流通統括本部長 
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森田 耕司 執行役員 

ワークプレイス事業本部 

副事業本部長 

執行役員 

ファニチャー事業本部 

副事業本部長 

 

（３） 退任 

氏 名 新役職 現役職 

高橋 健一郎 グローバルステーショナリー 

事業本部付 

執行役員 

カウネット事業本部長 

（株式会社カウネット 

代表取締役社長） 

東口 広治 社長室付 

インドステーショナリー事業 

中長期戦略担当 

執行役員 

海外事業本部長 
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ご参考：2023年３月 30日以降の役員体制 

 

・取締役、監査役 

代表取締役 黒田 英邦 

取締役 内藤 俊夫 

増山 美佳※ 

上釜 健宏※ 

大森 紳一郎※ 

杉江 陸※ 

監査役 東條 克昭 

東葭 葉子※ 

橋本 副孝※ 

・※印は、社外役員 

  ・下線は、新任役員 

  

・執行役員 

社長 黒田 英邦 

執行役員 

（５０音順） 

井上 雅晴 

梅田 直孝 

大田 豊 

小野 公輔 

内藤 俊夫 

福井 正浩 

宮澤 典友 

森田 耕司 

矢田 章 

    ・下線は、新任役員 
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別紙 

 

新任社外取締役候補者の略歴 

 

氏  名：杉江 陸 （すぎえ りく） 

１９７１年 ７月１３日生まれ 

 

１９９４年４月 株式会社富士銀行（現みずほ銀行） 入行 

２０００年１０月 アクセンチュア株式会社 入社 

２００６年１２月 ＧＥコンシューマーファイナンス（現新生フィナンシャル株式会社） 入社 

２０１２年６月 新生フィナンシャル株式会社 代表取締役社長 兼 ＣＥＯ 

２０１６年４月 株式会社新生銀行 執行役員 

２０１６年６月 株式会社アプラス 取締役 

２０１７年４月 株式会社新生銀行 常務執行役員 

２０１７年１１月 株式会社Ｐａｉｄｙ 代表取締役社長 兼 CEO 

            

所有株式数 

０株（６月末現在） 


