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２０１３年 ３月１１日 
各  位 

会 社 名        住 金 物 産 株 式 会 社              
代 表 者 名        取締役社長 岡  田 充  功 

      （コード番号 ９９３８ 東証・大証第一部） 
問い合わせ先        総務・広報部長 落合 伸昭 
TEL 東京(03)5412-5003 大阪(06)7634-8170 

 
機構改革および人事異動のお知らせ 

 
 次の通り、機構改革および人事異動を行いますのでお知らせ致します。 
 
 
１．機構改革（2013年4月1日付） 
 

【繊維カンパニー】 

 

▽繊維企画部およびSCM･事業開発部を改編して、繊維企画部、「繊維事業推進部」および 

 SCM･事業開発部とする。 

 

▽レディス衣料第一部、レディス衣料第二部およびレディス衣料第四部を改編して、 

レディス衣料第一部、レディス衣料第二部、「レディス衣料第三部」、レディス衣料第四部、 

「レディス衣料第五部」、「レディス衣料第六部」、「レディス衣料第七部」とする。 

 

▽メンズ衣料第一部、メンズ衣料第二部および機能衣料部を統合改編して、「メンズ衣料部」、 

「機能衣料第一部」および「機能衣料第二部」とする。 

 

【食糧カンパニー】 

 

▽「海外市場開拓室」を新設する。 

 

【海外事務所】 

 

▽大連事務所および青島事務所を廃止する。 

 （それぞれの業務は、2013年1月1日付で、上海住金物産有限公司・大連分公司および青島分公司に 

  移管済み。） 

 

 

２．人事異動（2013年3月1日付） 
 
     （新）             （旧） 
 
【鉄鋼カンパニー】 

 

                                               かわばた まさひろ 

▽小野田営業所長          小野田営業所参事          川畑 雅裕 
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３．人事異動（2013年4月1日付） 

 
     （新）             （旧） 
 

                                                こまつばら けんじ 

▽執行役員             執行役員、             小松原 健爾 

                  住宅建材部長、大阪建設建材部長 

                                                 まるやま かずゆき 

▽住宅建材部長           住宅建材部住宅建材課長       丸山 一幸 

 

                                                くろかわ ようじ 

▽住宅建材部担当部長        東京建設建材部長          黒川 洋二 

 

                                                かしゅう かずお 

▽東京建設建材部長         名古屋支社鉄鋼第二部長       賀集 一雄 

 

                                                くろい まさゆき 

▽大阪建設建材部長         東京建設建材部鉄構課長       黒井 正幸 

 

                                                こまつばら まさし 

▽名古屋支社鉄鋼第二部長      鉄鋼企画部専任部長         小松原 雅志 

 

                                               なかもと としのぶ 

▽秋田営業所長           九州支店鋼材・鉄構課長       中本 李伸 

 

                                               たに ちから 

▽名古屋支社鉄鋼第二部       秋田営業所長              谷 力 

 建材鉄構課長 

 

 
【産機・インフラ事業カンパニー】 

 

                                               すみもと よしひろ 

▽機械部長             機械部参事             住本 吉弘 

               兼 住金物産マテックス㈱ 取締役 

                                               しらいし のりしげ 

▽㈱エム・アイ・ケー        機械部長              白石 憲成 
 
                                               おおたけ せいじ 

▽マレーシア住金物産株式会社    非鉄金属部非鉄金属第二課長     大竹 誠司 
 社長 
                                               つるた じょうじ 

▽非鉄金属部非鉄金属第二課長    マレーシア住金物産株式会社      鶴田 譲治 
                  社長 
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     （新）             （旧） 
 
【繊維カンパニー】 

 
                                                いそだ ただお 

▽繊維事業推進部長         ホームファッション第一部長     磯田 忠男 

                  兼 機能衣料部長 
                                                かわえ ただき 

▽ホームファッション第一部長    ホームファッション第一部      河江 忠樹 
                  ホームファッション第二課長 
                                                むろい まさる 

▽レディス衣料第三部長        レディス衣料第一部         室井 優 

レディス衣料第一課長 

                                                むらやま たくや 

▽レディス衣料第四部長       レディス衣料第四部         村山 卓也 

                  レディス衣料第十課長 

                                                こんどう たけひろ 

▽レディス衣料第五部長       レディス衣料第二部         近藤 丈博 

                  レディス衣料第四課長 
                                                てらお あつし 

▽レディス衣料第六部長       ㈱ジュライスター 社長       寺尾 淳 

 

                                                たにむら まさと 

▽レディス衣料第七部長       レディス衣料第四部         谷村 正人 

                  レディス衣料第八課長 

                                                うえだ ふみひろ 

▽執行役員             執行役員、メンズ衣料第一部長    植田 文裕 
                   
                                                よしむら みのる 

▽メンズ衣料部長          ㈱エスビープラニング 社長     吉村 実 
                  兼 メンズアパレル室長 
                                                よしもと かずみ 

▽㈱エスビープラニング 社長    上海伊而国際時装有限公司      吉本 一心 
兼 メンズアパレル室長      総経理 

                                                かわさき かつ 

▽機能衣料第一部長         機能衣料部ユニフォーム第一課長   川崎 克 
 
                                                きしもと たかお 

▽機能衣料第二部長         機能衣料部ユニフォーム第二課長   岸本 孝男 
 
                                                あそ ひでゆき 

▽上海伊而国際時装有限公司     上海伊而国際時装有限公司      阿曽 秀行 
総経理              董事 
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     （新）             （旧） 
 
【食糧カンパニー】 

 

                                                ひきま ただし 

▽食糧企画部長           ㈱つぼ八 取締役          引間 正 

 

                                                ほしの たつお 

▽食糧企画部担当部長        食糧企画部長            星野 達雄 

 

                                                とみおか やすゆき 

▽執行役員、海外市場開拓室長、   執行役員、             富岡 靖之 

日協食品㈱ 社長         日協食品㈱  社長 

                                                かわの あつろう 

▽畜産第二部長           畜産第二部ポーク食肉課長      川野 淳郎 
 
                                                ふくい ゆたか 

▽㈱つぼ八 常務取締役       畜産第二部長            福井 裕 
 
 
【企画管理本部】 

 
                                                ひらお としき 

▽執行役員             執行役員、人事部長         平尾 俊樹 
  
                                                きむら まさかず 

▽人事部長             人事部企画グループ長        木村 雅一 
                  兼 食糧企画部参事 
 
 
４．関係会社役員人事（2013 年 4 月 1 日付） 
 
                                                いぬい しんいち 

▽三栄大丸㈱            大丸鋼材㈱             伊縫 信一 
取締役社長            取締役副社長 

 
（三栄鋼板㈱と大丸鋼材㈱は 2013 年 4 月 1 日付けで合併し、三栄大丸㈱となります。） 
 
 

以 上 


