
2011年2⽉28⽇

「組織改正」及び「⼈事異動」のお知らせ

当社は、平成23年2⽉28⽇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．本社の組織改正

� �

(1)「新事業戦略開発室」の新設�

⻑期経営計画（PROJECT�SPEED）の狙いである「新規事業の創出」を、経営トップの指揮のもとス

ピード感をもって推進することを⽬的として、新規事業の調査・探索やＭ＆Ａ、アライアンスの調

査・検討等を担う「新事業戦略開発室」を、社⻑直轄組織として新設する。

� �

(2)「⽊化推進室（もっかすいしんしつ）」の新設�

「公共建築物⽊材利⽤促進法」の施⾏等を背景に、将来的な⽊材資源の⽤途拡⼤が期待される現状を

踏まえ、⽊化事業＊に関連する情報収集・集約、全社戦略の企画・⽴案及び事業化⽀援を通じて、⽊

化事業の推進を担う「⽊化推進室」を、社⻑直轄組織として新設する。

＊⽊化事業（もっかじぎょう）� 「⽊造化・⽊質化を通じて、⽊材資源の⽤途拡⼤を図る当社グルー

プにおける各事業」の総称。

� �

(3)「スミリンビジネスカレッジ」の新設

当社グループ全体の⼈財育成を迅速かつ強⼒に推進することを⽬的として、各種教育研修を企画・運

営する「スミリンビジネスカレッジ」を新設し、⼈事部の教育研修機能を移管する。

� ２．住宅事業本部の組織改正

� �

(1)「住宅⼈財開発部」の新設

住宅事業本部の教育・研修を担い、所属員の能⼒向上に向けた実践的な教育を⾏うことを⽬的とした

「住宅⼈財開発部」を新設し、住宅事業本部各部の教育訓練に関する機能を移管・集約する。

� �

(2)⽀店の統廃合及び名称変更

以下の通り、⽀店の統廃合及び名称変更を⾏う。

[1]「埼⽟北⽀店」を廃⽌し、埼⽟⽀店配下に埼⽟北営業所を新設する。

[2]「さがみ⽀店」を「神奈川⻄⽀店」に、「名古屋東⽀店」を「名古屋中央⽀店」に、「愛知東⽀

店」を「岡崎⽀店」に名称を変更する。

� ３．新機構図（4⽉1⽇付）

� �  【本社・事業本部】

http://sfc.jp/


� � �

� � 【住宅事業本部・⽀店】



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） �＊下線部が変更部分

� � ＜新＞ ＜旧＞ �

代表取締役

執⾏役員副社⻑

⽊材建材事業本部⻑、⼭林環境本

部⻑ 委嘱

兼 海外事業本部・不動産事業本

部 統轄

代表取締役

専務執⾏役員

⽊材建材事業本部⻑ 委嘱

兼 不動産事業本部 統轄

上⼭  英之

(かみやま ひでゆき)

代表取締役

専務執⾏役員

住宅事業本部⻑ 委嘱

取締役

常務執⾏役員

住宅事業本部⻑ 委嘱

早野 均

(はやの ひとし)

取締役

常務執⾏役員

総務・⼈事・コーポレート･コミ

ュニケーション・

内部監査・知的財産・環境経営推

進・筑波研究所 担当

兼 経営企画・財務・情報システ

ム 統轄

取締役

常務執⾏役員

経営企画・総務・環境経営推進・コーポ

レート･コミュニケーション・⼈事・財

務・情報システム・内部監査担当

笹部 茂

(ささべ しげる)

取締役

特命事項担当

代表取締役

専務執⾏役員

海外事業本部⻑ 委嘱

井上 守

(いのうえ まもる)



取締役

特命事項担当

取締役

常務執⾏役員

⼭林環境本部⻑ 委嘱

兼 知的財産・筑波研究所 担当

塩崎 繁彦

(しおざき しげひこ)

常務執⾏役員

住宅事業本部副本部⻑

（営業統括） 委嘱

常務執⾏役員

住宅事業本部副本部⻑

（法⼈営業・フォレストメゾン営業 統

括)

兼 同本部 営業推進部⻑ 委嘱

和⽥ 賢

(わだ けん)

常務執⾏役員

経営企画・財務・情報システム 

担当

兼 経営企画部⻑ 委嘱

執⾏役員

経営企画部⻑ 委嘱

福⽥ 晃久

(ふくだ あきひさ)

常務執⾏役員

海外事業本部⻑

兼 同本部海外事業部⻑ 委嘱

執⾏役員

海外事業本部海外事業部⻑

兼 同本部ジャカルタ⽀店⻑ 委嘱

光吉 敏郎

(みつよし としろう)

執⾏役員

住宅事業本部副本部⻑

（技術・⽣産統括・資材物流・品

質保証・安全環境

統括） 委嘱

執⾏役員

住宅事業本部副本部⻑

（⽣産統括・品質保証・安全環境 統

括） 委嘱

髙野 誠⼀

(たかの せいいち)

執⾏役員

⽊化推進室⻑ 兼 住宅事業本部

副本部⻑ 委嘱

執⾏役員

住宅事業本部副本部⻑

（技術・資材物流 統括） 委嘱

三川 卓

(みかわ たかし)

� ２．役員の就任及び退任（６⽉２４⽇付） �＊下線部が変更部分

� � 〔取締役〕 � �

＜新＞ ＜旧＞ （４⽉１⽇時点） �

取締役 就任

常務執⾏役員

常務執⾏役員 渡部 ⽇出雄

(わたべ ひでお)

取締役 就任

常務執⾏役員

常務執⾏役員 和⽥ 賢

(わだ けん)

取締役 退任（顧問 就任） 取締役 井上 守

(いのうえ まもる)

取締役 退任（常任監査役 就

任）

取締役 塩崎 繁彦

(しおざき しげひこ)

�

〈参考）上記就退任に伴い、６⽉２４⽇開催予定の株主総会終結時の取締役は次の通りとなります。

� ⽮野 ⿓ 取締役会⻑(代表取締役）

� 市川 晃 取締役社⻑（代表取締役）

� 上⼭ 英之 取締役（代表取締役）

� 早野 均 取締役（代表取締役）

� 笹部 茂 取締役

� 渡部 ⽇出雄 取締役

� 和⽥ 賢 取締役

�

【監査役】 � �

＜新＞ ＜旧＞ （４⽉１⽇時点） �

常任監査役 取締役 塩崎 繁彦



(しおざき しげひこ)

常任監査役 退任（特別顧問 就

任）

常任監査役 髙橋  渉⼀

(たかはし しょういち)

�

〈参考）上記就退任に伴い、６⽉２４⽇開催予定の株主総会終結時の監査役は次の通りとなります。

� 塩崎 繁彦 常任監査役（常勤）

� ⽵野  諭 監査役（常勤）

� 三⽊  博 監査役（⾮常勤）

� 佐々⽊ 惠彦 監査役（⾮常勤）

� 寺本  哲 監査役（⾮常勤）

� ３．執⾏役員の就任と担当業務の異動（６⽉２４⽇付） �＊下線部が変更部分

�

� ＜新＞ ＜旧＞ （４⽉１⽇時点） �

執⾏役員副社⻑

⽊材建材事業本部⻑ 委嘱

兼 ⼭林環境本部・海外事業本部 

統轄

執⾏役員副社⻑

⽊材建材事業本部⻑、⼭林環境本部⻑ 

委嘱

兼 海外事業本部・不動産事業本部 統

轄

上⼭ 英之

(かみやま ひでゆき)

執⾏役員就任

⼭林環境本部⻑

兼 同本部⼭林部⻑ 委嘱

⼭林環境本部副本部⻑

兼 同本部⼭林部⻑

⽚岡 明⼈

(かたおか あきと)

執⾏役員就任

⽊材建材事業本部副本部⻑ 委嘱

⽊材建材事業本部副本部⻑ 梅⽊ 孝範

(うめき たかのり)

執⾏役員就任

住友林業ホームテック(株)代表取

締役�社⻑

住友林業ホームテック(株)代表取締役�社

⻑

髙桐  邦彦

(たかぎり くにひこ)

�

〈参考）上記就退任に伴い、６⽉２４⽇開催予定の株主総会終了後の取締役会決議を経て決定する執⾏役

員は次の通りとなります。

� 市川 晃 執⾏役員社⻑

� 上⼭ 英之 執⾏役員副社⻑

� 早野 均 専務執⾏役員

� 笹部 茂 常務執⾏役員

� 渡部 ⽇出雄 常務執⾏役員

� 和⽥ 賢 常務執⾏役員

� 福⽥ 晃久 常務執⾏役員

� 光吉 敏郎 常務執⾏役員

� 髙野 誠⼀ 執⾏役員

� 安⽥ 敏男 執⾏役員

� 三川 卓 執⾏役員

� 坂 直 執⾏役員

� ⽚岡 明⼈ 執⾏役員

� 梅⽊ 孝範 執⾏役員

� 髙桐 邦彦 執⾏役員

� ４．理事の就任及び退任（６⽉２４⽇付）

� � （理事就任） （理事退任）

津⽥ 善正 豊⽥ 丈輔



⽯⽥ 謹吾 中川 正志

佐藤 建 岡⽥ 周⼆

� 野⼝ 和嗣

�

〈参考）上記就退任に伴い、６⽉２４⽇付の理事は次の通りとなります。  �＊⼦会社⼈事はそれぞれの

株主総会後の予定です。

� ⼭本  泰之 住友林業緑化(株)代表取締役�社⻑

� 倉光  ⼆朗 住友林業フォレストサービス(株)代表取締役�社⻑

� 波多  健⼆ 住友林業レジデンシャル(株)代表取締役�社⻑

� 三根  正廣 情報システム部⻑

� 梅咲  直照 筑波研究所⻑

� 篠森  真次 住友林業ホームサービス(株)代表取締役�社⻑

� 須藤  圭⼀朗 ⽊材建材事業本部東京営業部⻑

� 渡邊  ⽂孝 不動産事業本部アセットソリューション事業部⻑

� 津⽥  善正 ⽊材建材事業本部営業管理部⻑

� ⽯⽥  謹吾 住友林業ホームテック(株)取締役常務執⾏役員

� 佐藤  建 ⼈事部⻑

� ５．部室⻑・⽀店⻑等の⼈事異動（４⽉１⽇付）

� � ＜新＞ ＜旧＞ �

新事業戦略開発室⻑ 経営企画部 グループマネージャー 永江 剛史

お客様相談室⻑ 知的財産室⻑ 古⽥ 光博

総務部⻑ 兼 知的財産室⻑ 総務部⻑ 兼 環境経営推進室⻑ ⼤⽵⼝ 誠治

⼈事部⻑ 住宅事業本部住宅管理部⻑ 佐藤 建

⼈事部スミリンビジネスカレッジ 

校⻑

コーポレート・コミュニケーション室⻑ 武藤 英太

コーポレート・コミュニケーショ

ン室⻑

コーポレート・コミュニケーション室

グループマネージャー

中嶋 ⼀郎

コーポレート・コミュニケーショ

ン室

部⻑（特命渉外担当）

住宅事業本部法⼈営業部⻑ 村岡 照⽣

環境経営推進室⻑ ⽊材建材事業本部中部営業部

総務グループ 主席

⼩松 俊弘

⼭林環境本部副本部⻑

兼 同本部⼭林部⻑

⼭林環境本部⼭林部⻑ ⽚岡 明⼈

海外事業本部ジャカルタ⽀店⻑

兼 ⼭林環境本部環境ビジネス開

発部(ジャカルタ駐在)

マネージャー

兼 ⽊材建材事業本部⽊材部(ジ

ャカルタ駐在)マネージャー

⽊材建材事業本部⽊材部(ジャカルタ駐

在)マネージャー

兼 ⼭林環境本部環境ビジネス開発部(ジ

ャカルタ駐在)

マネージャー

兼 海外事業本部ジャカルタ⽀店マネー

ジャー

⽻根⽥ 崇

住宅事業本部住宅管理部⻑ 不動産事業本部業務推進部⻑

兼 スミリンライフアシスト(株)代表取

締役�社⻑

⽚⼭ 信幸

住宅事業本部住宅⼈財開発部⻑ 住宅事業本部営業推進部 部⻑ 島原 卓視

住宅事業本部営業推進部⻑ 住宅事業本部千葉⽀店⻑ 徳永 完平

住宅事業本部法⼈営業部⻑ 住宅事業本部フォレストメゾン営業部

グループマネージャー

中村 俊裕



住宅事業本部⽣産統括部⻑ 住宅事業本部広島⽀店⻑ ⼤⻄ 義広

住宅事業本部品質保証部⻑ 住宅事業本部⽣産統括部⻑ 沼崎 秋⽣

住宅事業本部東京⻄⽀店⻑ 住宅事業本部東京南⽀店⻑ 井⼾ 賢成

住宅事業本部東京南⽀店⻑ 住宅事業本部さがみ⽀店⻑

兼 オーナーズサポートグループ グル

ープマネージャー

細⽥ 譲⼆

住宅事業本部神奈川⻄⽀店⻑ 住宅事業本部埼⽟東⽀店⻑ 渡邊 勉

住宅事業本部千葉⽀店⻑ 住宅事業本部営業推進部 部⻑ 吉⽥ 浩

住宅事業本部埼⽟東⽀店⻑ 住宅事業本部埼⽟北⽀店⻑

兼 オーナーズサポートグループ グル

ープマネージャー

⽊内 賢⼀

住宅事業本部⼤阪⽀店⻑ 住宅事業本部愛知東⽀店⻑ 川崎 誠

住宅事業本部⼤阪南⽀店⻑ 住宅事業本部豊橋⽀店⻑ 眞砂 覚

住宅事業本部和歌⼭⽀店⻑ 住宅事業本部和歌⼭⽀店 副⽀店⻑ 浦 健作

住宅事業本部奈良⽀店⻑ 住宅事業本部和歌⼭⽀店⻑

兼 総務グループ グループマネージャ

ー

⼤地 泰彦

住宅事業本部広島⽀店⻑ 住宅事業本部⼤阪南⽀店⻑ ⼭⼝ 明久

住宅事業本部⼤分⽀店⻑

兼 総務グループ グループマネ

ージャー

兼 オーナーズサポートグループ 

グループマネージャー

住宅事業本部福岡⽀店営業グループ 統

括店⻑

三宅 義紀

住宅事業本部名古屋中央⽀店⻑ 住宅事業本部名古屋東⽀店⻑ 靏井 利三郎

住宅事業本部岡崎⽀店⻑ 住宅事業本部三重中央⽀店⻑

兼 設計グループ グループマネージャ

ー

上 正明

住宅事業本部豊橋⽀店⻑ 住宅事業本部⼤阪北⽀店 副⽀店⻑ 早野 孝雄

住宅事業本部静岡⽀店⻑ 住宅事業本部法⼈営業部（東京駐在）

グループマネージャー

⼩島 徹太郎

住宅事業本部浜松⽀店⻑ 住宅事業本部法⼈営業部（名古屋駐在）

グループマネージャー

三ツ⼭ 祐司

住宅事業本部三重中央⽀店⻑

兼 設計グループ グループマネ

ージャー

住宅事業本部三重中央⽀店営業グループ 

統括店⻑

⼤橋 正利

不動産事業本部業務推進部⻑

兼 スミリンライフアシスト(株)

代表取締役�社⻑

住宅事業本部住宅管理部

グループマネージャー

秋⽥ 純典

不動産事業本部アセットソリュー

ション事業部⻑

兼 同事業部東京営業部⻑

兼 同営業部営業グループ グル

ープマネージャー

兼 同営業部第三営業所⻑

兼 同営業部総務グループ グル

ープマネージャー

不動産事業本部アセットソリューション

事業部⻑

渡邊 ⽂孝

不動産事業本部アセットソリュー

ション事業部

（名古屋駐在）部⻑

住宅事業本部浜松⽀店⻑ 熊⾕ 明⼈



兼 同事業部⼤阪営業部名古屋営

業所⻑

スミリンエンタープライズ(株)代

表取締役�社⻑

住宅事業本部奈良⽀店⻑ 後呂 充

住友林業情報システム(株)代表取

締役�社⻑

情報システム部 グループマネージャー 川⻄ 康仁

住友林業建築技術専⾨校 校⻑ 住宅事業本部品質保証部⻑ 鈴⽊ 誠司

(株)フィルケア 代表取締役�社⻑ 不動産事業本部アセットソリューション

事業部

東京営業部⻑

兼 同営業部営業グループ グループマ

ネージャー

兼 同営業部総務グループ グループマ

ネージャー

中澤 俊勝

住協ウインテック(株) 代表取締

役�社⻑

⽊材建材事業本部イノス事業部

⼤阪事業所 グループマネージャー

富永 好郎

(株)住協 代表取締役�社⻑ ⽊材建材事業本部中部営業部

北陸⽀店⻑

三好 利裕

⾩新住林⽊業有限公司 総経理 住友林業クレスト(株)取締役執⾏役員 松 正⾏

以上

≪本件に関するお問い合せは、下記までお願いいたします。≫

住友林業株式会社

コーポレート・コミュニケーション室 松家

東京都千代⽥区⼤⼿町1-3-2 経団連会館

ＴＥＬ：０３－３２１４－２２７０
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