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平成 25年 5月 13日 

各 位 

                          会 社 名  大王製紙株式会社 

                          代表者名  代表取締役社長 佐光 正義 

                          コード番号 3880 東証第一部 

                          問合せ先  執行役員総務本部長 林 賢二郎 

                          TEL    03－3271－1442 

 

役員の異動および組織変更に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第 102回定時株主総会で選任する取締役候

補者について決議しましたのでお知らせします。 

 

                    記 

 

１．取締役候補者（平成 25年 6月 27日付） 

 １) 再任候補 

   （新役職）  （氏 名）  

 代表取締役社長 

 

 

 
さこう まさよし

佐光 正義 
 

 専務取締役 

  生産管掌 兼 経営企画本部長 

 

 
いかわ ひでたか

井川 英高 
 

 専務取締役 

  経営管理本部長 

 

 
あだち としひろ

阿達 敏洋 
 

 常務取締役 

  生産本部長 

 

 
もり けんいち

森 憲一 
 

 常務取締役 

  洋紙事業部長 兼 営業推進本部長 

 

 
おかざきくにひろ

岡崎 邦弘 
 

 取締役 

  生産本部副本部長 兼 三島工場長 

 

 
おの たかし

小野 享志 
 

 取締役 

  コンプライアンス、監査部担当 

 

 
いとう ひとし

伊藤 齊 
 

 社外取締役 

 

 

 
よしだ のぶひこ

吉田 伸彦 
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 ２) 新任取締役候補 

   （新役職）  （氏 名）  （旧役職） 

 取締役 

  ホーム＆パーソナルケア事業部長 

 

 
つづき あきひろ

都築 明宏 
執行役員 

 ホーム＆パーソナルケア事業部長 

 取締役 

  資源・資材本部長 

 

 
やまさきひろし

山﨑 浩史 
執行役員 

 生産本部三島工場長代理 

 取締役 

  板紙・段ボール事業部長  

  兼 板紙営業本部長 

 

 
しみず やすのり

清水 康徳 
執行役員 

 板紙・段ボール事業部長  

 兼 板紙営業本部長 

 社外取締役 

 

 

 
よねだ ゆきまさ

米田 幸正 
 

 社外取締役 

 
 
こんどうやすゆき

近藤 保之 
 

 社外取締役候補の米田幸正氏は有価証券上場規程第 436条の 2 に定める独立役員の要件を満た

しております。米田氏は日用雑貨業界に精通し、また海外事業への造詣も深いなど当社の業務に

係わる高度な専門知識を有しており、当社のホーム＆パーソナルケア事業および海外事業の強化

が図れると考えております。 

 社外取締役候補者の近藤保之氏は、北越紀州製紙株式会社の執行役員であり、製紙業界におけ

る豊富な経験と財務及び会計の知見を有しており、当社の経営に反映していただけるものと考え

ております。 

 

 ３) 退任予定取締役 （  ）は就任予定 

 常務取締役 

  資源・資材本部長 

 

 
みやざきけいじ

宮﨑 啓二 
 

 取締役 

  工務部担当 

 

 
やまもとのぶお

山本 信夫 
 

 取締役 

  大王紙パルプ販売㈱代表取締役社長 
 
くどう としひさ

工藤 敏久 
（上席執行役員  

 大王紙パルプ販売㈱代表取締役社長） 

 

 取締役 

  末広印刷㈱代表取締役社長 

  兼 ㈱美幸堂代表取締役会長 

  兼 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ印刷㈱代表取締役会長 

 

 
しのはらよしゆき

篠原 義幸 
（上席執行役員 

 末広印刷㈱代表取締役社長 

 兼 ㈱美幸堂代表取締役会長 

 兼 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ印刷㈱代表取締役会長） 

 取締役 

  ホーム＆パーソナルケア事業部 

  東日本営業本部長 

 
いせき さとし

井関 哲 
（上席執行役員 

 洋紙事業部情報用紙営業本部長） 

 

２．組織変更（平成 25年 6月 27日付） 

 洋紙事業の収益極大化並びに、情報品種の拡販を推進するため、現状の洋紙事業部の組織体制

を見直し、情報用紙営業本部を新設します。 

以 上 



         

新任役員の略歴 

 

１．新任取締役候補 

 

新役職名       取締役 ホーム＆パーソナルケア事業部長 

氏名（よみがな）   都築 明宏（つづき あきひろ） 

生年月日       昭和３２年 ９月２２日（５５歳） 

略 歴        昭和５５年 ４月 当社入社 

           平成 ７年 １月 情報用紙営業本部情報用紙部長代理 

           平成１０年１２月 関東段ボール㈱ 取締役営業本部長 

           平成１４年 ４月 ㈱サンセイダンボール 常務取締役 

           平成１６年 ４月 同社 代表取締役専務 

           平成１８年１０月 関西大王製紙パッケージ㈱  代表取締役専務 

           平成１９年 ７月 同社 代表取締役社長 

           平成２０年 ２月 中部大王製紙パッケージ㈱  代表取締役社長 

           平成２２年 １月 末広印刷㈱ 代表取締役社長 

                      平成２４年 ６月 執行役員 末広印刷㈱ 代表取締役社長 

           平成２４年１１月 執行役員 ホーム＆パーソナルケア事業部  副事業部長 

＜営業推進部、業務部、物流部担当＞ 

           平成２５年 ４月 執行役員 ホーム＆パーソナルケア事業部長 

           平成２５年 ６月 取締役 ホーム＆パーソナルケア事業部長 

 

 

新役職名       取締役 資源・資材本部長 

氏名（よみがな）   山﨑 浩史（やまさき ひろし） 

生年月日       昭和３７年 ３月１０日（５１歳） 

略 歴        昭和５９年 ４月 当社入社 

           平成１３年 ３月 エリエールホームペーパー㈱ 代表取締役専務 

           平成１４年 ７月 川之江工場長 

           平成１８年 ２月 大宮製紙㈱ 代表取締役専務 

           平成２０年 １月 ダイオーエンジニアリング㈱ 代表取締役社長 

           平成２２年１０月 ホーム＆パーソナルケア事業部企画部長 

           平成２３年 ７月 三島工場長代理 兼 新工場業務部長 

           平成２４年 ６月 執行役員 生産本部三島工場長代理 

           平成２５年 ６月 取締役 資源・資材本部長 
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新役職名       取締役 板紙・段ボール事業部長 兼 板紙営業本部長 

氏名（よみがな）   清水 康徳（しみず やすのり） 

生年月日       昭和３９年 ５月２３日（４８歳） 

略 歴        昭和６２年 ４月 当社入社 

           平成１４年 ３月 洋紙営業本部北関東営業部長代理 

           平成１５年１１月 関東段ボール㈱ 総務部長 

           平成１７年 ８月 名古屋支店長代理 

           平成２０年 ７月 名古屋支店長 

           平成２１年 ４月 板紙・段ボール事業部板紙営業本部東日本板紙部長 

           平成２１年 ７月 板紙・段ボール事業部板紙営業本部長 

           平成２５年 ４月 執行役員 板紙・段ボール事業部長 兼 板紙営業本部長 

           平成２５年 ６月 取締役 板紙・段ボール事業部長 兼 板紙営業本部長 

 

 

 

 

新役職名       社外取締役  

氏名（よみがな）   米田 幸正（よねだ ゆきまさ） 

生年月日       昭和２５年１０月２２日（６２歳） 

略 歴        昭和５１年  ４月  伊藤忠商事㈱ 入社 

           平成１４年 ２月 ㈱ハックキミサワ 

                    （現 ㈱ＣＦＳコーポレーション）入社（執行役員社長室長） 

           平成１４年 ５月 同社 取締役 

           平成１５年 ３月 同社 代表取締役社長 

           平成１９年 ５月 ピジョン㈱ 入社（社長付海外担当顧問） 

           平成２０年 ４月 同社 常務取締役 

           平成２０年１２月 スギホールディングス㈱ 入社（顧問） 

           平成２１年 ３月 ㈱スギ薬局 代表取締役社長 

           平成２１年 ５月 スギホールディングス㈱ 代表取締役社長 

           平成２３年 ３月 ㈱スギ薬局 顧問 

           平成２３年１０月 エステー㈱ 入社（顧問） 

           平成２４年 ４月 同社 取締役兼代表執行役社長 国際部門担当 

           平成２５年 ３月 同社 退社 

           平成２５年 ６月 当社 社外取締役 
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新役職名       社外取締役  

氏名（よみがな）   近藤 保之（こんどう やすゆき） 

生年月日       昭和３２年 ８月１２日（５５歳） 

略 歴        昭和５５年  ４月  北越製紙㈱（現 北越紀州製紙㈱）入社 

           平成１８年 ３月 同社 企画財務部担当部長 

           平成１９年 ２月 同社 企画財務部担当部長 兼 社長室付部長 

           平成２０年１０月 同社 経営企画部長 兼 企画担当課長 兼 社長室付部長 

           平成２３年 ４月 同社 経営企画部長 兼 企画担当課長 

                     兼 新事業推進室付部長 

           平成２５年 ４月 同社 執行役員 経営企画部長 

                     兼 新事業推進室付部長（現任） 

           平成２５年 ６月 当社 社外取締役 

 

(別紙 1-3) 



                              （別紙 2-1） 

平成２５年６月２７日定株主総会後の役員体制 

 １．役員 

   代表取締役社長   佐光 正義  

   専務取締役     井川 英高  生産管掌 兼 経営企画本部長 

   専務取締役     阿達 敏洋  経営管理本部長 

   常務取締役     森  憲一  生産本部長 

   常務取締役     岡崎 邦弘  洋紙事業部長 兼 営業推進本部長 

   取締役       都築 明宏  ホーム＆パーソナルケア事業部長 

   取締役       小野 享志  生産本部副本部長 兼 三島工場長 

   取締役       山﨑 浩史  資源・資材本部長 

   取締役       清水 康徳  板紙・段ボール事業部長 兼 板紙営業本部長 

   取締役       伊藤 齊   コンプライアンス、監査部担当 

   非常勤取締役    吉田 伸彦  社外取締役 

   非常勤取締役    米田 幸正  社外取締役 

   非常勤取締役    近藤 保之  社外取締役 

   監査役       大原 英樹  

   監査役       宇野 哲哉  

   監査役（社外）   越智 俊典  

   監査役（社外）   山川 洋一郎  

   監査役（社外）   清水 芳信  
 

 ２．執行役員 

   上席執行役員    工藤 敏久  大王紙パルプ販売㈱代表取締役社長 

   上席執行役員    篠原 義幸  末広印刷㈱代表取締役社長  

兼 ㈱美幸堂代表取締役会長  

兼 コンピュータ印刷㈱代表取締役会長 

   上席執行役員    井関 哲   洋紙事業部情報用紙営業本部長 

   執行役員      林 賢二郎  総務本部長 

   執行役員      渡部 哲也  人事・関連事業本部長 

   執行役員      木村 洋介  経営管理本部財務部長 

   執行役員      若林 頼房  洋紙事業部新聞用紙営業本部長  

兼 新聞用紙営業業務部長 

   執行役員      阿部 広栄  大王パッケージ㈱代表取締役社長 



                              （別紙 2-2） 

 執行役員      中山 健   資源・資材本部資源部長 

執行役員      桑島 正利  洋紙事業部洋紙営業本部長 

執行役員      萬 秀憲   ホーム＆パーソナルケア事業部知的財産部長 

執行役員      末廣 文士  生産本部三島工場長代理 

執行役員      二宮 俊史  ホーム＆パーソナルケア事業部海外統括本部長 

執行役員      山上 俊樹  エリエールプロダクト㈱代表取締役社長 

執行役員      溝渕 博士  いわき大王製紙㈱代表取締役社長   
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