
 

 

 

平成 25 年３月 25 日 

各 位 

会社名 株式会社 小森コーポレーション 

代表者名 代表取締役会長兼社長 小森 善治 

    （コード番号 6349 東証第 1部） 

問合せ先 取締役管理本部長 近藤 真 

 （TEL 03 - 5608 – 7826） 

 

組織変更および人事異動に関するお知らせ 

 

平成 25 年４月１日付で、下記のとおり組織変更および人事異動を行いますのでお知らせいたします。 

 

記 

Ⅰ. 組織変更  

1. 経営企画室に海外事業構造変革担当を置く。 

2. 営業統括本部を新設し、国内営業本部、海外営業本部、ｻｰﾋﾞｽ技術本部を統括する。 

3. 総務人事本部を廃し、情報ｼｽﾃﾑ本部を新設する。総務部は管理本部に移管する。 

4. ﾃﾞｼﾞﾀﾙ印刷機事業本部、事業企画部、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ印刷機開発部を DPS 事業本部、販売企画部、DPS 開 

 発部に呼称を変更する。 

5. PESP 事業推進部をﾃﾞｼﾞﾀﾙ機器販売推進部に、営業推進部をｿﾘｭｰｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部に呼称を変更し、 

新設の PESP 商品化事業推進室とともに営業統括本部の直轄とする。 

6. 現法管理部を経営管理部に呼称を変更する。 

7. KKE を KKM に吸収合併する。 

                
Ⅱ. 人事異動  

氏  名 新 旧 

持田 訓 

代表取締役 兼 最高執行責任者 兼 

専務執行役員  

経営企画室長 

代表取締役 兼 最高執行責任者 兼  

専務執行役員 

経営企画室長  兼 CSR 推進室長 

斎藤 一徳 
取締役 兼 常務執行役員 

つくばﾌﾟﾗﾝﾄ長 兼 KGC 管掌 

取締役 兼 常務執行役員 

つくばﾌﾟﾗﾝﾄ長 兼 KGC 管掌 兼  

知覚品質保証部長 

墳本 優 

取締役 兼 執行役員 

経営企画室副室長＜海外事業構造変革担当

＞ 兼 CSR 推進室長 兼 KCM（社長） 

取締役 兼 執行役員 

経営企画室副室長 兼 欧州総支配人 兼 

KIE 出向（社長）兼 KCM 出向（社長） 

津川 俊之 
執行役員 

海外営業本部長 兼 輸出三部長 

執行役員 

海外営業本部長 兼 中国圏総支配人 

望月 昌教 
執行役員 

情報ｼｽﾃﾑ本部長 兼 情報ｼｽﾃﾑ部長 

執行役員 

総務人事本部長 兼 情報ｼｽﾃﾑ部長 兼 

小森興産（社長）  
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岩田 豊 
執行役員 

DPS 事業本部長 

執行役員 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ印刷機事業本部長 兼 事業企画部長 

梶田 英治 
執行役員 

営業統括本部長 

執行役員 

経営企画室副室長 

猪股 武溥 
顧問 

つくばﾌﾟﾗﾝﾄ付＜顧客対応及び PESP 担当＞ 

顧問 

国内営業本部付 

鴨田 博美 
顧問 

つくばﾌﾟﾗﾝﾄ技術統括部付＜証印開発担当＞ 

顧問 

つくばﾌﾟﾗﾝﾄ付＜証印担当＞ 

飯塚 幸雄 
顧問 

つくば工場付＜証印 PJ 担当＞ 

顧問 

つくばﾌﾟﾗﾝﾄ知覚品質保証部付 

藤曲 俊夫 
技監 

DPS 事業本部 DPS 開発部長 

技監 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ印刷機事業本部ﾃﾞｼﾞﾀﾙ印刷機開発部長 

星野 洋文 
理事 

ｻｰﾋﾞｽ技術本部長 

理事 

ｻｰﾋﾞｽ技術本部副本部長 兼 顧客ｻｰﾋﾞｽ推進部長

景山 敏夫 
技監 

ｻｰﾋﾞｽ技術本部付 

技監 

ｻｰﾋﾞｽ技術本部長 

朝倉 祐冶 管理本部副本部長 管理本部財務部長 

Ｍ．ｼﾞｪﾌﾘｰ 証印営業本部副本部長 兼 KCT 支店長 KCT 

菅 伸健 営業統括本部ｿﾘｭｰｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部長 営業推進部長 

高野 裕士 管理本部総務部長 兼 小森興産（社長） 総務人事本部総務部長 兼  KEG（代表取締役） 

前川 由一 ｻｰﾋﾞｽ技術本部顧客ｻｰﾋﾞｽ推進部長 つくばﾌﾟﾗﾝﾄ勤労部課長 

小森 映宏 KIE 出向（社長） 海外営業本部輸出三部長 

津屋 明史 DPS 事業本部 販売企画部長 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ印刷機事業本部付 

千葉 康博 管理本部財務部長 管理本部現法管理部長 

若月 正伸 営業統括本部 PESP 商品化事業推進室長 つくばﾌﾟﾗﾝﾄ購買部長 

北林 尚基 営業統括本部ﾃﾞｼﾞﾀﾙ機器販売推進部長 国内営業本部 PESP 事業推進部長 

河村 浩太郎 国内営業本部九州支店長 大阪支社営業一部課長 

田村 直文 つくばﾌﾟﾗﾝﾄ知覚品質保証部長 つくばﾌﾟﾗﾝﾄ知覚品質保証部課長 

佐藤 俊之 つくばﾌﾟﾗﾝﾄ勤労部長 つくばﾌﾟﾗﾝﾄ開発部 

竹内 哲哉 KEG 出向（代表取締役） KEG 出向 

矢野 繁利 管理本部経営管理部長 管理本部経理部課長 

横山 正樹 つくばﾌﾟﾗﾝﾄ管理部長 つくばﾌﾟﾗﾝﾄ管理部課長 

熊谷 司 つくばﾌﾟﾗﾝﾄ購買部長 KKM 工場長 

星 道夫 KKM 工場長 つくばﾌﾟﾗﾝﾄ管理部長 

（注） KKM: 株式会社 小森ﾏｼﾅﾘｰ 

       KKE: 株式会社 小森ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

       KEG: 株式会社 小森ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 

       KIE: ｺﾓﾘ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ﾖｰﾛｯﾊﾟ ﾋﾞｰ．ｳﾞｲ． 

    KCM: ｺﾓﾘ ｼｬﾝﾎﾞﾝ ｴｽ.ｴｲ.ｴｽ. 

       KGC: 小森ｸﾞﾗﾌｨｯｸ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ｾﾝﾀｰ 

       KCT: ｺﾓﾘ ｶﾚﾝｼｰ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 

      DPS: ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 

       PESP: ﾌﾟﾘﾝﾄ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ｻｰﾋﾞｽ ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ 

       以  上 


