
  
平成 25 年 7 月 1 日 

各      位 

会 社 名 元旦ビューティ工業株式会社 

代表者名  代表取締役社長 舩木 亮亮 

（JASDAQ・コード 5935 ） 

問合せ先 専務取締役管理本部長 室岡 正己 

電  話 0466－45－8771 

組織変更、取締役の業務委嘱変更、執行役員の異動および人事異動に関するお知らせ 

 

平成 25 年 6 月 27 日開催の当社取締役会において、下記のとおり組織変更、取締役の業務委嘱

変更、執行役員の異動および人事異動を決議しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．組織変更（平成２５年７月１１日付） 

１．経営委員会を新設する。 

経営委員会は取締役、執行役員および会長の要請のあった役職者にて構成するものとする。 

２．管理本部を廃止する。 

３．営業本部を廃止する。 

４．技術本部を廃止する。 

５．販売促進部を新設する。 

６．各支店の販売促進グループを各担当グループと名称を変更し、販売促進部管轄とする。 

７．営業開発部を新設する。 

８．営業管理部を営業企画管理部と名称変更する。 

９．営業技術部を営業技術グループとし、営業企画管理部管轄とする。 

10．住宅課を住宅事業開発グループと名称を変更する。 

11．知的財産部を知的財産室と名称を変更する。 

 

 

２．取締役の業務委嘱の変更（平成２５年７月１１日付） 

新役職名 氏  名 旧役職名 

専務取締役 管理統括 室岡 正己 専務取締役 管理本部長 

取締役   営業統括 坂本  浩 取締役   営業本部長 

 

 

３．執行役員の異動（平成２５年７月１１日付） 

新役職名 氏  名 旧役職名 

執行役員 営業開発統括部長 平野 良和 執行役員 営業本部 販売促進担当 

執行役員 営業東日本統括 岡部 竜司 執行役員 営業本部 東日本統括 

執行役員 営業西日本統括 野村  哲 執行役員 営業本部 西日本統括 

執行役員 中四国支店長 加藤 誠悟 執行役員 営業本部 中四国支店長 

 

 



４．人事異動（平成２５年７月１１日付） 

   主な従業員の異動 

新役職名 氏  名 旧役職名 

営業開発部 部長 設計支援担当 田村 雅浩 営業本部 部長 設計支援担当 

東北支店長 兼 北海道事務所長 武末 誠一 
営業本部 東北支店長 兼 北海道事務

所長 

東北支店 

震災復興プロジェクトリーダー 
長塚 安秀 

営業本部 東北支店 

震災復興プロジェクトリーダー 

技術部長 田澤 浩臣 技術本部長 兼 技術部長 

総務部長 松橋 昭博 管理本部 総務部長 

財務部長 藤岡 芳夫 管理本部 財務部長 

東京支店長 伊藤 明紀 営業本部 東京支店長 

中部支店長 兼 名古屋営業所長 後藤  仁 
営業本部 中部支店長 兼 名古屋営業

所長 

大阪支店長 田中 豪治 営業本部 大阪支店長 

九州支店長 小畠 義郎 営業本部 九州支店長 

工務部長 奈良 和孝 営業本部 工務部長 

営業企画管理部長 大浜 匠一 営業本部 営業管理部長 

知的財産室長 坂本 憲一 技術本部 知的財産部 次長 

販売促進部 次長 グループ統括 

兼 東京担当グループ長 
日比野 信 

営業本部 次長 

販売促進グループ統括  

兼 東京支店販売促進グループ長 

 

以上 



組織図

取締役・監査役 執行役員
代表取締役会長 舩木　元旦 専務執行役員 舩木　清子
代表取締役社長 舩木　亮亮 兼海外事業部長 執行役員 平野　良和
専務取締役 室岡　正己 管理統括 執行役員 岡部　竜司
取締役相談役 成田　修一 営業開発部担当 執行役員 野村　哲
取締役 坂本　浩 営業統括 執行役員 加藤　誠悟
取締役 遠山　一徳
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