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  平成２３年３月１５日  

各   位                                            

会 社 名 株 式 会 社 山   善        

代表者名 代表取締役社長 居   亨 

                            （コード番号 8051 東証・大証第１部） 

                                     問合せ先 広 報・ＩＲ 室 長  坂田 正則 

                           （ＴＥＬ ０６－６５３４－３０９５ ） 

 

 

機構改革及び人事異動のお知らせ 
 

 

  下記の通り、機構改革及び人事異動を決定しましたので、お知らせ致します。 

 

 

記 

 

Ⅰ．機構改革（4月 1 日付） 

 

  （国際本部） 

１．北アジア支社を北アセアン支社、南アジア支社を南アセアン支社に呼称変更する。 

２．両支社を統括する責任者として、バンコクに「アセアン（ＡＳＥＡＮ）統括長」を設置す

る。 

     

（産業システム統括部 工具統括部） 

  １．産業システム部と工具部を統轄する「機工事業部」を新設する。 

２．機工事業部の企画機能の拡充のため「マーケティング統括部」を新設する。 

３. 機工事業部のスタッフとして、マーケティング統括部の配下に「戦略企画部」・「商品部」 

  「ＩＴ業務部」・「開発室」を新設する。なお、戦略企画部に「戦略企画課」を設ける。 

   

 

 

 

 

 

Ⅱ.役員人事 

（4月 1日付） 

氏名 新職 前職 

山本 政美 専務取締役 上席執行役員 国際本部長 常務取締役 上席執行役員 国際本部長 

清木 勝彦 
専務取締役 上席執行役員 経営企画本

部長、 ＩＴ統轄責任者（ＣＩＯ） 

常務取締役 上席執行役員 経営企画

本部長、 ＩＴ統轄責任者（ＣＩＯ） 

中田 繞 

常務取締役 上席執行役員 機工事業部長

兼 工具統括部長 兼 マーケティング

統括部長 

取締役 上席執行役員 工具統括部長 
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（6月下旬予定） 

氏名 新職 前職 

佐々井 昭三 
取締役 上席執行役員 東日本営業本部 

副本部長（北関東・東北担当） 

上席執行役員 東日本営業本部  

副本部長（北関東・東北担当） 

雷 陽次 取締役 上席執行役員 住設建材統括部長 上席執行役員 住設建材統括部長 

 

Ⅲ.執行役員人事 

（4月 1日付） 

氏名 新職 前職 

大谷 英雄 
上席執行役員 機工事業部  

産業システム統括部長 
執行役員 産業システム統括部長 

関矢 信雄 上席執行役員 機械統括部長  執行役員 機械統括部長 

小野山 昭英 上席執行役員 機械統括部 副統括部長 執行役員 機械統括部 副統括部長 

太田 豊昌 上席執行役員 大阪営業本部 副本部長 執行役員 大阪営業本部 副本部長 

野海 敏安 

執行役員 機工事業部 工具統括部 

副統括部長 兼 東日本営業本部 工具

部長 

工具統括部 副統括部長 兼  

東日本営業本部 工具部長 

砂山 滋 執行役員 経営企画本部 経営企画部長 経営企画本部 経営企画部長 

江端 和夫 
執行役員 九州支社 副支社長 兼 

九州支社 住設建材部長 

九州支社 副支社長 兼  

九州支社 住設建材部長 

長尾 雄次 執行役員 住設建材統括部 副統括部長 住設建材統括部 副統括部長 

 

Ⅳ.一般人事 

（4月 1日付） 

氏名 新職 前職 

本宮 眞一 
管理本部 アセアン管理統括長 兼 

国際管理部 北アセアン管理部長 

管理本部 国際管理部  

北アジア管理部長 

入部 康久 
家庭機器営業本部 商品統括部 商品１

部長 

家庭機器営業本部 商品統括部  

商品 1部長代理 

宮崎 徹二 
家庭機器営業本部 営業統括部  

関東営業二部長 

家庭機器営業本部 営業統括部  

関東営業二部長代理 

八木 宏昌 
家庭機器営業本部 営業統括部  

名古屋営業部長 

家庭機器営業本部 営業統括部  

名古屋営業部 副部長 

種山 栄介 
家庭機器営業本部 営業統括部  

通販営業部長 

家庭機器営業本部 営業統括部  

通販営業部 副部長 

坂本 伸二 東日本営業本部 高崎支店長 東日本営業本部 太田営業所長 

下條 俊一 
広島支社 副支社長 兼 

機械統括部 開発部長（広島駐在） 
広島支社 副支社長 兼 機械部長 

村上 和隆 広島支社 機械部長 広島支社 機械部 副部長 
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氏名 新職 前職 

佐藤 郁男 広島支社 福山支店長 広島支社 福山支店 副支店長 

山内 浩司 国際本部 営業推進部長 プラステック（米国）社長 

垣内 秀夫 国際本部 アセアン統括長 
国際本部 北アジア支社長 兼 

山善タイ社長 

福田 佳彦 
国際本部 アセアン機械統括長 兼 

南アセアン支社長 

国際本部 南アジア支社長 兼  

山善シンガポール社長 

山口 紀美春 
国際本部 北アセアン支社長 兼  

山善タイ社長 
山善タイ取締役 

松井 琢朗 山善シンガポール社長 山善シンガポール取締役 

岸田 貢司 
山善（米国）社長 兼 プラステック 

（米国）社長 
山善（米国）取締役 

石田 伸 山善フィリピン社長 
国際本部 北アジア支社 営業部  

副部長 

北居 学 

執行役員 機工事業部 産業システム統 

括部 副統括部長 兼 マーケティング 

統括部 副統括部長 

執行役員 産業システム統括部  

副統括部長 

志津 秀幸 
機工事業部 マーケティング統括部  

戦略企画部長  

工具統括部 営業推進部長 兼  

業務部長 

久保 泰善 
機工事業部 マーケティング統括部  

商品部長  
産業システム統括部 営業推進部長 

川端 修 名古屋営業本部 副本部長 兼 工具部長 名古屋営業本部 工具部長 

 

 

                                          以上  


