
2017年02月28日

住友林業株式会社

当社は、2017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致し

ましたので、　お知らせします。

Ⅰ．組織改正（４月１日付）

１．本社の組織改正

（１）「秘書室」の独立

「総務部秘書室」を総務部から独立させ「秘書室」とする。

（２）「コーポレート・コミュニケーション室」を名称変更し「コーポレート・コミュニケーション部」とする

（３）「渉外室」の新設

行政や業界団体等との渉外業務の重要性が高まっている背景を踏まえ、「コーポレート・コミュニケーショ

ン部」の配下に「渉外室」を新設し、渉外機能を強化する。 

 

２．資源環境本部の組織改正

（１）「資源環境管理部」の新設

資源環境本部内にある管理機能を独立させ、「資源環境管理部」を新設する。 

「資源環境管理部」は、資源環境本部各部の管理業務を一元的かつ効率的に運営し、各部の新規事業

の円滑な立ち上げを推進・支援するなど、同本部の管理面を強化する。 

 

３．住宅事業本部の組織改正

（１）「名古屋南支店」の新設

事業環境に応じた経営資源の最適化を推進するため「名古屋南支店」を新設し、愛知県内でのシェア拡

大を図る。 

 

４．新機構図（4月1日付） 
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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）

＜新＞  ＜旧＞  

 

代表取締役 

執行役員副社長 

秘書・コーポレート･コミュニケーション・CSR

推進　担当

 代表取締役 

執行役員副社長 

生活サービス本部　統轄　兼　資源環境

本部長　委嘱

早野　均 

(ﾊﾔﾉ　ﾋﾄｼ)

 

取締役 

専務執行役員 

ＴＯＰ２０２０推進　担当　兼 

資源環境本部・生活サービス本部　統轄

 取締役 

専務執行役員 

東北復興支援　担当　兼　住宅事業本

部長　委嘱

和田　賢 

(ﾜﾀﾞ ｹﾝ)

 

取締役 

専務執行役員 

総務・人事・情報システム・知的財産・内

部監査・筑波研究所　担当　兼　経営企

画・財務　統轄

 取締役 

専務執行役員 

経営企画・総務・人事・財務・情報シス

テム・コーポレート･コミュニケーション・

CSR推進・知的財産・内部監査・筑波研

究所　担当

佐藤　建 

(ｻﾄｳ　ﾀﾂﾙ)

 

取締役 

常務執行役員 

東北復興支援　担当　兼　住宅事業本部

長　委嘱

 取締役 

常務執行役員 

住友林業ホームテック㈱　代表取締役

社長

光吉　敏郎 

(ﾐﾂﾖｼ　ﾄｼﾛｳ)

 

常務執行役員 

資源環境本部長　委嘱

 執行役員 

資源環境本部副本部長　兼　同本部海

外資源部長　委嘱

関本　暁 

(ｾｷﾓﾄ　ｱｷﾗ)

 

https://sfc.jp/


常務執行役員 

住友林業ホームテック㈱　代表取締役社

長

 執行役員 

住友林業緑化㈱　代表取締役社長

徳永　完平 

(ﾄｸﾅｶﾞ　ｶﾝﾍﾟｲ)

 

常務執行役員 

経営企画・財務　担当　兼　経営企画部長　

委嘱

 執行役員 

経営企画部長　委嘱

川田　辰己 

(ｶﾜﾀ　ﾀﾂﾐ)

 

常務執行役員 

北米事業　担当　兼　海外事業本部副本

部長　委嘱

 執行役員 

海外事業本部副本部長 　兼　同本部

海外住宅・不動産部長　兼　ＳＦＣ Ｈｏｍ

ｅｓ ＬＬＣ　取締役社長　委嘱

川村　篤 

(ｶﾜﾑﾗ　ｱﾂｼ)

 

執行役員 

㈱フィルケア　監査役　兼　住友林業レジ

デンシャル㈱　監査役 

兼　内部監査担当役員付　

 執行役員 

住友林業クレスト㈱　代表取締役社長

吉岡　義寛 

(ﾖｼｵｶ　ﾖｼﾋﾛ)

 

執行役員 

住友林業クレスト㈱　代表取締役社長

 執行役員 

住友林業クレスト㈱　取締役専務執行役

員

町野　良治 

(ﾏﾁﾉ　ﾘｮｳｼﾞ)

 

２．役員の就任及び退任（６月２３日付）

［新］ ［旧］（４月１日時点）  

 

執行役員　就任 

情報システム部長　委嘱

理事 

情報システム部長

清水　孝一 

(ｼﾐｽﾞ　ｺｳｲﾁ)

 

執行役員　退任 

㈱フィルケア　監査役　兼　住友林

業レジデンシャル㈱　監査役　兼　

内部監査担当役員付

執行役員 

㈱フィルケア　監査役　兼　住友林業レジデ

ンシャル㈱　監査役　兼　内部監査担当役

員付

吉岡　義寛 

(ﾖｼｵｶ　ﾖｼﾋﾛ)

 

＜参考＞　上記就退任に伴い、６月２３日開催予定の定時株主総会・取締役会の決議を経て決定する取締役は次

の通りとなります。
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 矢野　龍 (ﾔﾉ　ﾘｭｳ) 取締役会長（代表取締役）

 市川　晃 (ｲﾁｶﾜ　ｱｷﾗ) 取締役社長（代表取締役）

 早野　均 (ﾊﾔﾉ　ﾋﾄｼ) 取締役（代表取締役）

 笹部　茂 (ｻｻﾍﾞ　ｼｹﾞﾙ) 取締役（代表取締役）

 和田　賢 (ﾜﾀﾞ　ｹﾝ) 取締役

 佐藤　建 (ｻﾄｳ　ﾀﾂﾙ) 取締役

 福田　晃久(ﾌｸﾀﾞ　ｱｷﾋｻ) 取締役

 光吉　敏郎(ﾐﾂﾖｼ　ﾄｼﾛｳ) 取締役

 平川　純子(ﾋﾗｶﾜ　ｼﾞｭﾝｺ)取締役（非常勤　社外取締役）

 山下　泉 (ﾔﾏｼﾀ　ｲｽﾞﾐ) 取締役（非常勤　社外取締役）

＜参考＞　上記就退任に伴い、６月２３日開催予定の定時株主総会・取締役会の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 執行役員社長  

 早野　均 執行役員副社長 

 笹部　茂 執行役員副社長 

 和田　賢 専務執行役員  

 佐藤　建 専務執行役員  

 福田　晃久 常務執行役員  

 光吉　敏郎 常務執行役員  

 髙桐　邦彦 常務執行役員  

 関本　暁 常務執行役員  

 徳永　完平 常務執行役員  

 川田　辰己 常務執行役員  

 川村　篤 常務執行役員  

 町野　良治 執行役員  

 田伏　正幸 執行役員  

 沼崎　秋生 執行役員  

 片山　信幸 執行役員  

 北村　聡一郎執行役員  

 西周　純子 執行役員  

 桧垣　隆久 執行役員  

 清水　孝一 執行役員  

３．理事の就任及び退任（６月２３日付）

〔就任〕  〔退任〕
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中嶋　一郎  梅木　孝範

間庭　和夫　 坂　直

  川添　眞一

  清水　孝一

＜参考＞

上記就退任に伴い、６月２３日付の理事予定者は次の通りとなります。 

＊子会社人事は各社の株主総会後の予定です。

後呂　充 (ｳｼﾛ　ﾐﾂﾙ） スミリンエンタープライズ㈱　代表取締役社長

 

中澤　俊勝(ﾅｶｻﾞﾜ　ﾄｼｶﾂ)㈱フィルケア　代表取締役社長

 

飯島　哲 (ｲｲｼﾞﾏ　ｻﾄｼ) 住宅事業本部木化営業部長

 

髙橋　郁郎(ﾀｶﾊｼ　ｲｸﾛｳ) 住友林業ホームテック㈱　取締役常務執行役員

 

島原　卓視(ｼﾏﾊﾗ　ﾀｸﾐ) 住宅事業本部副本部長（技術商品開発・設計推進・資材物流　統括）　兼　同本

部営業推進部長

 

神谷　豊 (ｶﾐﾔ　ﾕﾀｶ) 住友林業緑化㈱　代表取締役社長

 

武藤　英太(ﾑﾄｳ　ｴｲﾀ) 人事部スミリンビジネスカレッジ　校長

 

羽渕　文敏(ﾊﾌﾞﾁ　ﾌﾐﾄｼ) 住友林業アーキテクノ㈱　代表取締役社長

 

小松　正明(ｺﾏﾂ　ﾏｻｱｷ) 木材建材事業本部開発営業部長

 

樋口　進 (ﾋｸﾞﾁ　ｽｽﾑ) 住宅事業本部副本部長（品質保証・安全環境　統括）　兼　同本部生産統括部長

 

加藤　常孝(ｶﾄｳ　ﾂﾈﾀｶ) 住宅事業本部建築デザイン室長

 

中嶋　一郎(ﾅｶｼﾞﾏ　ｲﾁﾛｳ)筑波研究所長

 

間庭　和夫(ﾏﾆﾜ　ｶｽﾞｵ) 住友林業ホームサービス㈱　代表取締役社長
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４．部室長・支店長等の人事異動（４月１日付）

［新］  ［旧］  

 

総務部長  オーストラリア住友林業　取締役社長　

兼　ＡＬＰＩＮＥ　取締役

角元　俊雄 

(ｶｸﾓﾄ ﾄｼｵ)

 

秘書室長  住宅事業本部住宅企画部　チームマネ

ージャー

水野　隆 

(ﾐｽﾞﾉ ﾀｶｼ)

 

コーポレート・コミュニケーション部長　兼　

コーポレート・コミュニケーション部渉外室長

 コーポレート・コミュニケーション室長 大野　裕一郎 

(ｵｵﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ)

 

資源環境本部資源環境管理部長　兼　監

査役付　検査役　

 資源環境本部管理グループ　グループ

マネージャー　兼　監査役付　検査役

井田　徹 

(ｲﾀﾞ ﾄｵﾙ)

 

資源環境本部山林部長  資源環境本部山林部　グループマネー

ジャー　兼　日向山林事業所長

寺澤　健治 

(ﾃﾗｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ)

 

資源環境本部海外資源部長  資源環境本部山林部長 長谷川　香織 

(ﾊｾｶﾞﾜ ｶｵﾘ)

 

生活サービス本部生活サービス推進部　

部長

 住宅事業本部資材物流部長 竹内　信之 

(ﾀｹｳﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ)

 

木材建材事業本部国際流通営業部長  シンガポール住友林業　取締役社長 細谷　洋一 

(ﾎｿﾔ ﾖｳｲﾁ)

 

木材建材事業本部北海道支店長　兼　総

務グループ　主席　

 木材建材事業本部中部営業部北陸支

店長

田中　千義 

(ﾀﾅｶ ﾁﾖｼ)

 

海外事業本部海外住宅・不動産部長  海外事業本部海外住宅・不動産部　グ

ループマネージャー

乾　憲司 

(ｲﾇｲ ｹﾝｼﾞ)

 

住宅事業本部副本部長（技術商品開発・

設計推進・資材物流　統括）　兼　同本部

営業推進部長　

 住宅事業本部副本部長（技術商品開

発・生産統括・資材物流・品質保証・安

全環境　統括）　兼　同本部設計推進部

長

島原　卓視 

(ｼﾏﾊﾗ ﾀｸﾐ)
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住宅事業本部副本部長（品質保証・安全

環境　統括）　兼　同本部生産統括部長

 住友林業ホームエンジニアリング㈱　代

表取締役社長

樋口　進 

(ﾋｸﾞﾁ ｽｽﾑ)

 

住宅事業本部フォレストメゾン営業部長  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

石野　勉 

(ｲｼﾉ ﾂﾄﾑ)

 

住宅事業本部リノベーション営業部長  住宅事業本部フォレストメゾン営業部長 中村　俊裕 

(ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ)

 

住宅事業本部インテリア営業部長  住友林業ホームテック㈱　取締役常務

執行役員

井戸　賢成 

(ｲﾄﾞ ﾏｻｱｷ)

 

住宅事業本部設計推進部長  住宅事業本部設計推進部　グループマ

ネージャー

小川　裕二 

(ｵｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ)

 

住宅事業本部資材物流部長  木材建材事業本部国際流通営業部長 百瀬　春彦 

(ﾓﾓｾ ﾊﾙﾋｺ)

 

住宅事業本部池袋支店長  住宅事業本部多摩支店長 櫻井　哲典 

(ｻｸﾗｲ ﾃﾂﾉﾘ)

 

住宅事業本部城南支店長　  住宅事業本部世田谷支店長 児玉　博則 

(ｺﾀﾞﾏ ﾋﾛﾉﾘ)

 

住宅事業本部世田谷支店長  住宅事業本部新潟支店長　兼　長岡営

業所長

田鍋　拓磨 

(ﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ)

 

住宅事業本部多摩支店長  住宅事業本部岡崎支店長 寺西　正智 

(ﾃﾗﾆｼ ﾏｻﾄﾓ)

 

住宅事業本部新潟支店長  住宅事業本部高松支店長　兼　総務グ

ループ　グループマネージャー

小木曽　成作 

(ｺｷﾞｿ ｾｲｻｸ)

 

住宅事業本部仙台支店長　  住宅事業本部営業推進部長 松浦　靖明 

(ﾏﾂｳﾗ ﾔｽｱｷ)
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住宅事業本部札幌支店長  住宅事業本部営業推進部　グループマ

ネージャー　兼　人財開発部　マネージ

ャー　兼　品質保証部　マネージャー

田村　彰宏 

(ﾀﾑﾗ ｱｷﾋﾛ)

 

住宅事業本部京都支店長  住宅事業本部奈良支店長 中出　大介 

(ﾅｶﾃﾞ ﾀﾞｲｽｹ)

 

住宅事業本部奈良支店長  住宅事業本部神戸支店阪神営業所長 福地　慎一 

(ﾌｸﾁ ｼﾝｲﾁ)

 

住宅事業本部神戸支店長  住宅事業本部リノベーション営業部長 和田　誠司 

(ﾜﾀﾞ ｾｲｼﾞ)

 

住宅事業本部広島支店長  住宅事業本部まちづくり営業部西日本

事業所長

中西　亨 

(ﾅｶﾆｼ ﾄｵﾙ)

 

住宅事業本部福山支店長  住宅事業本部まちづくり営業部　グルー

プマネージャー

田中　直樹 

(ﾀﾅｶ ﾅｵｷ)

 

住宅事業本部高松支店長  住宅事業本部神戸支店長 辰巳　良輔 

(ﾀﾂﾐ ﾘｮｳｽｹ)

 

住宅事業本部名古屋南支店長  住宅事業本部住宅企画部　グループマ

ネージャー

磯村　敦 

(ｲｿﾑﾗ ｱﾂｼ)

 

住宅事業本部岡崎支店長  住宅事業本部豊橋支店長 宮崎　敏勝 

(ﾐﾔｻﾞｷ ﾄｼｶﾂ)

 

住宅事業本部豊橋支店長  住宅事業本部名古屋支店名古屋北営

業所長

森　寛 

(ﾓﾘ ﾋﾛｼ)

 

住宅事業本部浜松支店長  住宅事業本部三重支店長　兼　津営業

所長

黒澤　洋平 

(ｸﾛｻﾜ ﾖｳﾍｲ)

 

住宅事業本部三重支店長  住宅事業本部京都支店長　兼　福知山

営業所長

松下　周史 

(ﾏﾂｼﾀ ﾁｶｼ)
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住友林業緑化㈱　代表取締役社長  住宅事業本部インテリア営業部長 神谷　豊 

(ｶﾐﾔ ﾕﾀｶ)

 

住友林業ホームエンジニアリング㈱　代表

取締役社長

 住宅事業本部生産統括部長 西原　宏樹 

(ﾆｼﾊﾗ ﾋﾛｷ)

 

スミリンサッシセンター㈱　代表取締役社

長

 木材建材事業本部東京営業部東関東

支店長

井垣　正光 

(ｲｶﾞｷ ﾏｻﾐﾂ)

 

PT. Kutai Timber Indonesia （ＫＴＩ）　取締

役社長

 総務部秘書室長 川浪　聡 

(ｶﾜﾅﾐ ｻﾄｼ)

 

Pan Asia Packing Ltd.（ＰＡＰ）　取締役社

長

 木材建材事業本部国際流通営業部パ

ネルグループ　チームマネージャー

眞竹　一彦 

(ﾏﾀｹ ｶｽﾞﾋｺ)

 

オーストラリア住友林業　取締役社長　  オーストラリア住友林業　取締役副社長 野本　康一 

(ﾉﾓﾄ ｺｳｲﾁ)

 

シンガポール住友林業　取締役社長  シンガポール住友林業　取締役副社長 岩垣　達夫 

(ｲﾜｶﾞｷ ﾀﾂｵ)

 

住友林業（大連）商貿有限公司　総経理  木材建材事業本部東京営業部建材グ

ループ　主席

藤代　尚文 

(ﾌｼﾞｼﾛ ﾅｵﾌﾐ)

 

以上

《ニュースリリースに関するお問い合わせ先》 

住友林業株式会社 

コーポレート・コミュニケーション室 

TEL 03-3214-2270

https://sfc.jp/

