2008年3月3日

2009年3月2日

サクシード営業部は、当社賃貸住宅事業の認知度向上を図るため、4月1日付けで「フォレストメゾン営業部」に名
称変更致しました。

「組織改正」および「人事異動」のお知らせ
当社は、平成20年2月29日付開催の取締役会において、以下のとおり、4月1日付組織改正および人事異動を決定
しましたので、お知らせ致します。
Ⅰ． 組織改正（４月１日付）
1. 海外事業本部の組織改正
(1) 木材建材事業本部ジャカルタ出張所・海外事業本部海外開発部ジャカルタ出張所を、海外事業本部ジャカ
ルタ支店に改組する。
1)支店として主管者を配置することにより、インドネシアにおける当社代表組織とし、同国における事
業の統括機能を担わせるとともに、新規事業展開に欠かせない対同国政府・対金融機関交渉能力の向
上を図る。
2)海外開発部と共同し、インドネシア及び周辺地域における新規事業を推進する。
3)現在出張所で担当している木材建材事業本部、山林環境本部関連業務に関しては、業務委託を受け
る。
4)周辺諸国のカントリーリスクに対応するため、情報収集機能を高め、危機管理・安全管理上の機能の
充実を図る。
5)既存のインドネシア生産関連会社3社（KTI社、RPI社、ASTI社）の経営に関し指導・助言する機能を
担わせる。
2. 住宅事業本部の組織改正
長期経営計画「プロジェクト スピード」における住宅事業本部の戦略は「高収益事業体制への転換」として
いる。
営業領域の拡大や人員増強による受注拡大を目指すのではなく、組織全体の業務効率を上げて収益力を高める
ことを基本戦略としている。
そのために、まず現場が主体的に地域重視の戦略を構築し、質の高い営業体制への転換を昨年度に実施。
具体的には木造軸組戸建注文住宅、ツーバイフォー注文住宅という戸建注文住宅に加え、木造アパート事業、
リフォーム事業を含め、住関連の請負事業をトータルにおこなえる組織体制を整備した。
長期経営計画「プロジェクト スピード」2年目を迎え、お客様及び住友林業グループにとってより最適な組織
体制を構築するため、「本部」、「生産体制」及び「顧客窓口」の組織改正を以下のとおり実施する。
特にこれまでの「住友林業の家」約20万戸のお施主様を含む、既存住宅・リフォーム事業を推進させる組織づ
くり、次にお客様とのお付き合いや、サービス対応品質の向上をはかれる組織、また今後求められる資産価値
の高い住宅を提供していく上で、30年後、50年後と世代・所有者が変わっても安心して継承することができる
管理履歴を備えられる組織体制へと整備していく。
(1) 「安全環境部」の改組

1)安全環境部の分掌業務のうち、検査業務を品質保証部に移管する。これに伴い、組織名称を「安全環
境室」に改め、引続き、産廃関連業務・安全管理業務を分掌する。
(2) 「生産部」を新設する。
1)既存の4「生産管理センター」（首都圏・埼玉・近畿・中京）を再編し、6「生産センター」（東京・
神奈川・埼玉・大阪・兵庫・中京）とし、これらをエリア毎に統括する「生産部」を3箇所（首都圏・
近畿・中京）に設置する。
2)各管轄エリア内の生産業務を支店から分離し、「生産部」がエリア内のﾎｰﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部などを包
括的に指導・管理することにより、収益改善に向けた生産改革を進める。
(3) 「首都圏お客様センター」の改廃
1)首都圏お客様センターを廃止し、品質保証部配下に7「お客様センター」（東京・神奈川・千葉・埼
玉・大阪・兵庫・愛知）を置く。
2)首都圏においては、アフターメンテナンス業務を支店から切り離し、新設の「お客様センター」に移
管し、アフターサービスの拠点とする。将来的に、緑化、2×４、サクシード、分譲事業などのアフタ
ーメンテナンス業務の受け皿とする。
3)アフターサービスの充実及びストックビジネス深耕を図るため、リフォーム事業を担う住友林業ホー
ムテック(株)とアフターメンテナンス業務を担うスミリンメンテナンス(株)を平成20年10月を目標に
合併を視野に入れた統合委員会を設置する。
(4) 「長野支店」を「信州支店」に名称変更する。
3. 新機構図（4月1日付）
(1) 本社・事業本部

(2)住宅事業本部

Ⅱ． 人事異動(４月１日付）
1. 役員の担当、委嘱業務等の異動（４月１日付）
＊太字部が変更部分
＜新＞
＜旧＞
執行役員
執行役員
社長付
住友林業ツーバイフォー(株)
取締役社長
執行役員
執行役員
住宅事業本部副本部長
住宅事業本部副本部長
(技術・商品開発統括）委嘱
兼 同本部技術部長
兼 商品開発部長 委嘱
執行役員
執行役員
木材建材事業本部副本部長 委嘱
海外事業本部副本部長
兼 同本部海外開発部長 委嘱
2. 部室長・支店長等の人事異動（4月1日付）

たけした かおる

竹下 薫

やまもと やすゆき

山本 泰之

くらみつ じろう

倉光 二朗

＜新＞
海外事業本部ジャカルタ支店長
山林環境本部山林部長

海外事業本部海外管理部長
海外事業本部海外開発部長
海外事業本部シアトル出張所長
木材建材事業本部建材部長
木材建材事業本部東日本営業部
北東北営業所長
木材建材事業本部東日本営業部
北関東支店長
木材建材事業本部東日本営業部
神奈川支店長
木材建材事業本部東日本営業部
静岡支店長
木材建材事業本部東日本営業部
長野営業所長
木材建材事業本部東日本営業部
新潟営業所長
木材建材事業本部中部営業部長
兼 東海支店長
木材建材事業本部西日本営業部長
兼 関西支店長
木材建材事業本部西日本営業部
中国支店長
木材建材事業本部西日本営業部
九州支店長
住宅事業本部副本部長
（営業企画･サクシード統括）
住宅事業本部副本部長
(生産統括・品質保証統括）
住宅事業本部商品開発部長
住宅事業本部技術部長
住宅事業本部生産統括部長
兼 安全環境室長 兼 中京生産部長
住宅事業本部サクシード営業部長
住宅事業本部城南支店長
住宅事業本部多摩支店長
住宅事業本部東京南支店長

＜旧＞
海外事業本部海外管理部長
山林環境本部山林部新居浜山林事業所長
兼 高藪出張所長 兼 総務部新居浜事業所
長
兼 住友林業フォレストサービス(株)専務取
締役
Ａ．Ｓ．Ｔ．Ｉ(PT.AST Indonesia)
取締役社長
海外事業本部海外管理部
グループマネージャー
海外事業本部海外開発部
グループマネージャー
木材建材事業本部西日本営業部長
兼 関西支店長
木材建材事業本部東日本営業部北東北営業所
マネージャー
木材建材事業本部木材部パネルグループ
グループマネージャー
木材建材事業本部東日本営業部
新潟営業所長
木材建材事業本部中部営業部
東海支店建材・パネルＧ 主席
木材建材事業本部東日本営業部
北東北営業所長
木材建材事業本部東日本営業部新潟営業所
マネージャー
木材建材事業本部建材部
グループマネージャー
木材建材事業本部西日本営業部
九州支店長
木材建材事業本部東日本営業部
北関東支店長
木材建材事業本部東日本営業部
神奈川支店長
住宅事業本部福岡支店長

正田 良三
片岡 明人

吉岡 義寛
光吉 敏郎
大野 裕一郎
宮崎 龍一
中本 克弥
田中 耕治
佐藤 昭則
佐藤 和豊
橘 雅仁
横澤 謙一郎
白井 豊
古川 雅彰
小松 正明
田伏 正幸
和田 賢

住宅事業本部生産統括部長

高野 誠一

住宅事業本部商品開発部
グループマネージャー
ドンファＳＦＣハウジング(株)
取締役副社長
住宅事業本部生産統括部
グループマネージャー
住宅事業本部仙台支店長
住宅事業本部城南支店設計Ｇ
グループマネージャー
住宅事業本部富山支店長
住宅事業本部営業企画部

中嶋 一郎
三川 卓
沼崎 秋生
渡邊 文孝
中丸 晴彦
足立 俊明
井戸 賢成

グループマネージャー
住宅事業本部横浜支店長
住宅事業本部東京南支店長
住宅事業本部さがみ支店長
住宅事業本部横浜支店営業グループ
グループマネージャー
住宅事業本部柏支店長
住宅事業本部東京西支店営業Ｇ
グループマネージャー
住宅事業本部仙台支店長
住宅事業本部横浜支店長
住宅事業本部山形支店長
住宅事業本部札幌支店長
住宅事業本部札幌支店長
住宅事業本部城南支店長
住宅事業本部大阪支店長
住宅事業本部愛知東支店長
住宅事業本部阪南支店長
住宅事業本部大阪支店営業グループ
グループマネージャー
住宅事業本部奈良支店長
住宅事業本部大阪支店長
住宅事業本部神戸支店長
住宅事業本部松山支店長
住宅事業本部阪神支店長
住宅事業本部広島支店長
住宅事業本部広島支店長
住宅事業本部近畿生産管理センター長
住宅事業本部松山支店長
住宅事業本部熊本支店長
住宅事業本部福岡支店長
住宅事業本部西九州支店長
住宅事業本部西九州支店長
住宅事業本部九州生産管理センター長
兼 九州生産管理センター（福岡支店駐在）
グループマネージャー
住宅事業本部熊本支店長
住宅事業本部静岡支店営業グループ
グループマネージャー
住宅事業本部愛知東支店長
住宅事業本部岐阜支店長
住宅事業本部岐阜支店長
住宅事業本部名古屋支店営業グループ
グループマネージャー
住宅事業本部富山支店長
住宅事業本部池袋支店営業グループ
グループマネージャー
住宅事業本部首都圏生産部長
住宅事業本部首都圏生産管理センター長
住宅事業本部近畿生産部長
住宅事業本部奈良支店長
スミリンビジネスサービス(株) 取締役社長 スミリンビジネスサービス(株) 常務取締役
(株)住協 取締役社長
木材建材事業本部建材部長
スミリン農産工業(株) 取締役社長
総務部ＣＳＲ推進室長
Ａ．Ｓ．Ｔ．Ｉ (PT.AST Indonesia)取締役 住友林業クレスト(株) 取締役鹿島事業所長
社長
住友林業ツーバイフォー(株) 取締役社長 住友林業クレスト(株) 常務取締役
スミリンメンテナンス(株) 取締役社長 住宅事業本部安全環境部長
住友林業ホームサービス(株) 取締役社長 木材建材事業本部中部営業部長
兼 東海支店長
＜本件に関するお問い合わせは、下記までお願い致します。＞
住友林業株式会社
コーポレート・コミュニケーション室 佐野・佐藤
ＴＥＬ：０３－３２１４－２２７０
ＦＡＸ：０３－３２１４－２２７２

神谷 豊
細田 譲二
丸島 敏
石田
長正
小谷
中川
大西

謹吾
時信
弘夫
正志
宏嗣

後呂 充
岡本 譲治
佐久間 明
大西 義広
大澤 博
小坂 博哉
樋口 進
鶴井 利三郎
三ッ山 祐司
安藤 高之
牧 康広
小林
石田
野口
古川
新井
川添

哲也
久芳
和嗣
康則
紀範
眞一

佐藤 建
高橋 勉
篠森 真次
以上
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