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Ⅰ．人事異動（１月1日付）

１．役付役員・役員の担当、委嘱業務等の異動（１月1日付）

［新］ ［旧］

代表取締役 代表取締役

執行役員副社長 執行役員副社長 ｻｻﾍﾞ　ｼｹﾞﾙ

木材建材事業本部・資源環境事業本部　管掌 資源環境事業本部　管掌　兼　木材建材事業本部長　委嘱 笹部　　茂

執行役員 常務執行役員 ｾｷﾓﾄ　ｱｷﾗ

渉外担当役員付 資源環境事業本部長　委嘱 関本　　暁

常務執行役員 常務執行役員 ﾄｸﾅｶﾞ　ｶﾝﾍﾟｲ

住友林業ホームエンジニアリング㈱　代表取締役社長 住友林業ホームテック㈱　代表取締役社長 徳永　　完平

常務執行役員 執行役員 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ

木材建材事業本部長　委嘱 木材建材事業本部副本部長　兼　同本部東京営業部長　委嘱 田中　　耕治

執行役員 執行役員 ﾏﾁﾉ　ﾘｮｳｼﾞ

スミリンケアライフ㈱　代表取締役社長 住友林業クレスト㈱　代表取締役社長 町野　　良治

執行役員 執行役員 ﾇﾏｻﾞｷ　ｱｷｵ

住友林業ホームエンジニアリング㈱　取締役副社長 住宅・建築事業本部副本部長 沼崎　　秋生

（資材開発・生産統括・品質保証　統括）　委嘱

執行役員 執行役員 ﾎﾘﾀ ｶｽﾞﾀｶ

住友林業クレスト㈱　代表取締役社長 木材建材事業本部副本部長　兼　同本部製造部長　委嘱 堀田　　一隆

執行役員 執行役員 ﾎｿﾔ ﾖｳｲﾁ

木材建材事業本部副本部長　兼 木材建材事業本部副本部長　兼　 細谷　　洋一

同本部国内流通部長　委嘱 同本部国際流通部長　委嘱

２．役員の就任及び退任　（3月30日付）

［新］ ［旧］（1月1日時点）

ｸﾘﾊﾗ　ﾐﾂｴ

取締役　就任（非常勤　社外取締役） 栗原　　美津枝

執行役員　就任 理事 ｼﾏﾊﾗ ﾀｸﾐ

理事　退任 住友林業ホームテック㈱　代表取締役社長 島原　　卓視

住友林業ホームテック㈱　代表取締役社長

執行役員　就任 理事 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ

理事　退任 資源環境事業本部長 西川　　政伸

資源環境事業本部長　委嘱

執行役員　就任 理事

理事　退任 住宅・建築事業本部副本部長 ﾄｻﾞｷ ﾄﾐｵ

住宅・建築事業本部副本部長 （グループオーナー推進・建築市場開発　統括） 戸崎　　富雄

（グループオーナー推進・建築市場開発　統括） 兼　同本部住宅企画部長

兼　同本部住宅企画部長　委嘱

2020年11月30日

会 社 名 住 友 林 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役 社長 光吉 敏郎

（コード番号 1911 東証第一部）
問合せ先 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 堀井 俊宏
（TEL：03-3214-2270）

当社は、2020年11月30日開催の取締役会において、以下のとおり、2020年12月1日付、2021年1月1日付、及び2021年3月30日付
（内定）人事異動を決定致しましたので、お知らせします。
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執行役員　退任 執行役員 ｾｷﾓﾄ　ｱｷﾗ

参事　渉外室　部長 渉外担当役員付 関本　　暁

執行役員　退任 執行役員 ﾏﾁﾉ　ﾘｮｳｼﾞ

理事　就任 スミリンケアライフ㈱　代表取締役社長 町野　　良治

スミリンケアライフ㈱　代表取締役社長

執行役員　退任 執行役員 ﾇﾏｻﾞｷ　ｱｷｵ

理事　就任 住友林業ホームエンジニアリング㈱　取締役副社長 沼崎　　秋生

住友林業ホームエンジニアリング㈱　取締役副社長

＜参考＞ 上記就退任に伴い、3月30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。

市川　　晃 (ｲﾁｶﾜ　ｱｷﾗ) 取締役会長（代表取締役）

光吉　　敏郎 (ﾐﾂﾖｼ　ﾄｼﾛｳ) 取締役社長（代表取締役）

笹部　  茂 (ｻｻﾍﾞ　ｼｹﾞﾙ) 取締役（代表取締役）

佐藤　　建 (ｻﾄｳ　ﾀﾂﾙ) 取締役（代表取締役）

川田　　辰己 (ｶﾜﾀ　ﾀﾂﾐ) 取締役

川村　　篤 (ｶﾜﾑﾗ　ｱﾂｼ） 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）

栗原　　美津枝 (ｸﾘﾊﾗ　ﾐﾂｴ) 取締役（非常勤　社外取締役）

＜参考＞ 上記就退任に伴い、3月30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。

光吉　　敏郎 執行役員社長

笹部　  茂 執行役員副社長

佐藤　　建 執行役員副社長

川田　　辰己 常務執行役員

川村　　篤 常務執行役員

徳永　　完平 常務執行役員

桧垣　　隆久 常務執行役員

髙桐　　邦彦 常務執行役員

髙橋　  郁郎 常務執行役員

田中　　耕治 常務執行役員

西周　  純子 執行役員

清水　　孝一 執行役員

堀田　　一隆 執行役員

細谷　　洋一 執行役員

神谷　  豊 執行役員

岩崎　　淳 執行役員

島原　　卓視 執行役員

西川　　政伸 執行役員

戸崎　　富雄 執行役員

３．理事の就任及び退任（3月30日付）

[就任予定者]

ﾏﾁﾉ　ﾘｮｳｼﾞ

町野　　良治 スミリンケアライフ㈱　代表取締役社長　　　

ﾇﾏｻﾞｷ　ｱｷｵ

沼崎　　秋生 住友林業ホームエンジニアリング㈱　取締役副社長　

ｶﾏﾀﾞ ﾀｶｼ

鎌田　　隆 木材建材事業本部東京営業部長

ｱﾍﾞ ｻﾄｼ

安部　　智 木材建材事業本部製造部長

ｽｷﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ

杉山　　和弘 住友林業ホームテック㈱　常務執行役員

ｵｵﾀﾆ ﾉﾌﾞﾕｷ

大谷　　信之 海外住宅・不動産事業本部海外管理部長

[退任予定者]

ｼﾏﾊﾗ ﾀｸﾐ

島原　　卓視 住友林業ホームテック㈱　代表取締役社長

ｺﾏﾂ ﾏｻｱｷ

小松　  正明 木材建材事業本部　参事

ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ

西川　　政伸 資源環境事業本部長

ﾄｻﾞｷ ﾄﾐｵ

戸崎　　富雄 住宅・建築事業本部副本部長（グループオーナー推進・建築市場開発　統括） 兼　同本部住宅企画部長

2



＜参考＞ 上記就退任に伴い、3月30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。

町野　　良治 (ﾏﾁﾉ　ﾘｮｳｼﾞ) スミリンケアライフ㈱ 代表取締役社長　　　

沼崎　　秋生 (ﾇﾏｻﾞｷ　ｱｷｵ) 住友林業ホームエンジニアリング㈱ 取締役副社長　

加藤　　常孝 (ｶﾄｳ　ﾂﾈﾀｶ) 住宅・建築事業本部人財開発部　技師長　兼　設計推進部　技師長　

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) スミリンフィルケア㈱ 代表取締役社長

金森　　朗 (ｶﾅﾓﾘ ｱｷﾗ) 住友林業情報システム㈱ 代表取締役社長

岡田　　尊志 (ｵｶﾀﾞ ﾀｶｼ) 木材建材事業本部大阪営業部長

羽田　　一成 (ﾊﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ) 人事部長

吉田　　浩 (ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ) 住宅・建築事業本部建築市場開発部長　　　

大野　　裕一郎 (ｵｵﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ) 木材建材事業本部産業資材営業部長　兼　同本部国際流通部長

櫻井　　清史 (ｻｸﾗｲ ｷﾖｼ) 住友林業ホームサービス㈱ 代表取締役社長　　　

角元　　俊雄 (ｶｸﾓﾄ ﾄｼｵ) 総務部長

永江　　剛史 (ﾅｶﾞｴ ﾂﾖｼ) 経営企画部長

鎌田　　隆 (ｶﾏﾀﾞ ﾀｶｼ) 木材建材事業本部東京営業部長

安部　　智 (ｱﾍﾞ ｻﾄｼ) 木材建材事業本部製造部長

杉山　　和弘 (ｽｷﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ) 住友林業ホームテック㈱ 常務執行役員

大谷　　信之 (ｵｵﾀﾆ ﾉﾌﾞﾕｷ) 海外住宅・不動産事業本部海外管理部長
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４．部室長・支店長等の人事異動(12月1日付、1月1日付）

新　　　職 旧　　職 氏　　名

■2020年12月1日付

住宅・建築事業本部福山支店長 住宅・建築事業本部神戸支店阪神営業所長 梅林　宜久

■2021年1月1日付

理事　住友林業ホームテック㈱代表取締役社長 理事　住友林業アーキテクノ㈱代表取締役社長 島原　卓視

理事　木材建材事業本部長付 理事　木材建材事業本部住宅・建設資材営業部長 小松　正明

理事　木材建材事業本部大阪営業部長 理事　木材建材事業本部国内流通部長 岡田　尊志

理事　木材建材事業本部産業資材営業部長　兼　同本部国際流通部長 理事　木材建材事業本部産業資材営業部長 大野　裕一郎

理事　資源環境事業本部長 理事　資源環境事業本部海外資源部長 西川　政伸

理事　住宅・建築事業本部副本部長（グループオーナー推進・建築市場開発　統括）
兼　同本部住宅企画部長

理事　住宅・建築事業本部住宅企画部長 戸崎　富雄

資源環境事業本部環境・エネルギー部長　兼　ＳＪウッドペレット㈱代表取締役社長 資源環境事業本部環境・エネルギー部長 高田　晴郎

資源環境事業本部海外資源部長 資源環境事業本部山林部　グループマネージャー　兼　新居浜山林事業所長 月原　嘉彦

木材建材事業本部住宅・建設資材営業部長 住友林業フォレストサービス㈱代表取締役社長 鶴澤　靖彦

木材建材事業本部製造部長 ＶｉｎａＥｃｏＢｏａｒｄ取締役社長 安部　智

木材建材事業本部東京営業部長 木材建材事業本部大阪営業部長 鎌田　隆

住宅・建築事業本部生産統括部　部長 住友林業ホームエンジニアリング㈱代表取締役社長 高橋　利治

住友林業フォレストサービス㈱代表取締役社長 住友林業フォレストサービス㈱専務取締役 百瀬　春彦

ＶｉｎａＥｃｏＢｏａｒｄ取締役社長 ＶｉｎａＥｃｏＢｏａｒｄ取締役 安井　悦也

住友林業アーキテクノ㈱代表取締役社長 住友林業アーキテクノ㈱常務取締役 中丸　晴彦

以上
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