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2019 年３月１日 

各   位 

会 社 名 株 式 会 社  山  善

代 表 者 名 代表取締役社長 長尾 雄次 

 （コード番号 8051 東証第１部）

問 合 せ 先 広報・ＩＲ室長 尾崎 良寛 

 （TEL 06－6534－3095） 

機構改革及び人事異動に関するお知らせ 

  当社は、下記のとおり機構改革及び人事異動を決定しましたので、お知らせいたします。 

記 

１．機構改革（2019 年４月１日付） 

（経営企画本部） 

経営企画本部に「物流部」を新設する。 

  （管理本部） 

     関連事業管理部を発展的に解消し、現行職務を経営企画本部・管理本部の各部門に振り分け、

国内関連会社の経営管掌は経営企画部が行う。 

  （生産財） 

     生産財統轄部 ＦＡＥ営業部を発展的に解消し、「ＦＡＥ支社」を新設する。 

  （生産財統轄部） 

生産財統轄部に「安全保障貿易部」を新設する。 

  （機械事業部） 

     営業推進部をマーケティング部に改称する。 

  （大阪支社） 

     福井営業所を「福井支店」に昇格する。 

  （スマート・ファクトリー・ソリューション支社） 

     スマート・ファクトリー・ソリューション支社に「建設・設備支店」を新設する。 

  （家庭機器事業部） 

     （１）マーケティンググループを「セールスサポートグループ」と改称し、品質管理部・海外

商品部・ＳＣＭ部・営業推進部・営業管理部の業務を管掌する。 

     （２）「Ｒ＆Ｄ部」を事業部長直轄に変更する。 
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２．執行役員人事（2019 年４月１日付）

氏名 新役職名 現役職名 

渡辺 茂雄 上級執行役員 機工事業部長 執行役員 機工事業部長 

鉛 克彦 上級執行役員 機械事業部長 執行役員 機械事業部長 

鳥越 一彦 執行役員 住建事業部長 

執行役員 

住建事業部 副事業部長 

兼 西日本統括長 

兼 マーケティング部長 

村井 諭 執行役員 管理本部 副本部長 
執行役員 管理本部 副本部長 

兼 人事部長 

辻 晋二 執行役員 名古屋支社 副支社長 
執行役員  

生産財統轄部 ＦＡＥ営業部長 

上大迫 顕基 
執行役員  

機械事業部 副事業部長（東京駐在） 

執行役員  

機械事業部 副事業部長（東京駐在） 

兼 東京支社 副支社長 

山内 浩司 

執行役員  

機械事業部 副事業部長（海外担当） 

兼 海外機械部長 

兼 韓国現法長 

執行役員 台湾支社長 

兼 機械事業部 台湾機械部長 

兼 台湾現法長 

兼 創善現法長 

廣岡 雅人 

執行役員 

機工事業部 副事業部長(西日本担当) 

兼 マーケティング部長 

兼 ＦＡＥ営業部長(西日本担当) 

執行役員  

機工事業部 副事業部長 

兼 マーケティング部長 

八木 宏昌 

執行役員 

家庭機器事業部 副事業部長 

兼 西日本支店長 

家庭機器事業部 副事業部長 

兼 西日本支店長 

中山 勝人 執行役員 ＦＡＥ支社長 ｽﾏｰﾄ･ﾌｧｸﾄﾘｰ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ支社 副支社長 

松田 慎二 

執行役員  

住建事業部 副事業部長・事業開発担当 

（東京駐在） 

兼 ＳＦＳ営業部長 

住建事業部 副事業部長（東京駐在） 

兼 東日本統括長 

清原 伸一 
執行役員 管理本部 副本部長 

兼 人事部長 
経営企画本部 経営企画部長 

入部 康久 

執行役員 

家庭機器事業部 副事業部長（東京駐在）

兼 第１営業統括部長 

家庭機器事業部 副事業部長（東京駐在） 

兼 第１営業統括部長 

兼 第２営業統括部長 

３．一般人事（2019 年４月１日付） 

氏名 新役職名 現役職名 

高千穂 利道 経営企画本部 経営企画部長 管理本部 法務審査部長 

平田 勇人 経営企画本部 経営企画部 広報・ＩＲ室長 経営企画本部 経営企画部 広報・ＩＲ室 

秋山 知彦 経営企画本部 物流部長 管理本部 関連事業管理部長 

渡邉 寛二 管理本部 法務審査部長 管理本部 海外管理部長 

森本 英樹 管理本部 海外管理部長 
管理本部 アセアン管理統括長 

兼 海外管理部 アセアン管理部長 

尾崎 良寛 管理本部 アセアン管理統括長 経営企画本部 経営企画部 広報・ＩＲ室長 
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氏名 新役職名 現役職名 

吉光 理 大阪支社 福井支店長 
機工事業部 大阪第２営業部 大阪第２営業

課長 

田中 正伸 東京支社 西東京支店長 大阪支社 岡山支店 副支店長 

高松 勝彦 
ｽﾏｰﾄ･ﾌｧｸﾄﾘｰ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ支社  

副支社長(東京駐在) 
機工事業部 九州営業部長 

成島 雅一 
ｽﾏｰﾄ･ﾌｧｸﾄﾘｰ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ支社  

建設・設備支店長 
機工事業部 北関東・東北第２営業部 副部長

中村 義孝 ＦＡＥ支社 副支社長(東京駐在) 機工事業部 東京第２営業部 副部長 

公文 良成 ＦＡＥ支社 営業部長(大阪駐在) 生産財統轄部 ＦＡＥ営業部 副部長 

長谷川 善彦 ＦＡＥ支社 大阪支店長 
生産財統轄部  

ＦＡＥ営業部 大阪営業課長 

森本 兼人 ＦＡＥ支社 東京支店長 
生産財統轄部  

ＦＡＥ営業部 東京営業課長 

棚田 徹志 ＦＡＥ支社 名古屋支店長 
機工事業部  

名古屋第２営業部 名古屋第２営業課 

中田 公也 

台湾支社長 

兼 台湾現法長 

兼 創善現法長 

台湾支社 台湾現法 副現法長 

兼 創善現法 副現法長 

江縁 隆 
生産財統轄部 安全保障貿易部長 

兼 管理本部 海外管理部 副部長 
管理本部 海外管理部 副部長 

村上 和隆 機械事業部 開発部長（名古屋駐在） 機械事業部 広島営業部長 

甲斐 英樹 

機械事業部 マーケティング部長 

兼 ＳＦＳ営業部長 

兼 ＦＡＥ営業部長 

機械事業部 名古屋営業部長 

中本 佳孝 機械事業部 北関東・東北営業部長 
北関東・東北支社 副支社長 

兼 機械事業部 北関東・東北営業部長 

名古屋 勝 機械事業部 名古屋営業部長 機械事業部 名古屋営業部 副部長 

増岡 功 機械事業部 広島営業部長 機械事業部 広島営業部 副部長 

大山 隆司 機械事業部 業務部長 

機械事業部 業務部長 

兼 営業推進部長 

兼 ＳＦＳ営業部長 

坂本 伸二 
機工事業部 副事業部長(東日本担当) 

兼 ＦＡＥ営業部長(東日本担当) 
機工事業部 大阪第１・第２営業部長 

長尾 寿朗 機工事業部 大阪第１営業部長 機工事業部 大阪第１営業部 副部長 

千葉 靖博 機工事業部 大阪第２営業部長 東京支社 西東京支店長 

藤井 裕明 
機工事業部 名古屋第１営業部長 

兼 業務部長 

機工事業部 名古屋第１・第２営業部長 

兼 業務部長 

猪ノ口 博一 機工事業部 名古屋第２営業部長 機工事業部 名古屋第２営業部 副部長 

眞田 幸彦 機工事業部 九州営業部長 機工事業部 大阪第２営業部 副部長 

古谷 孝 機工事業部 東京第１営業部長 機工事業部 東京第１営業部 副部長 

南 猛 機工事業部 東京第２営業部長 機工事業部 東京第１・第２営業部長 

鳥巣 達郎 

住建事業部 副事業部長 

兼 西日本統括長 

兼 関西営業部長 

住建事業部 関西営業部長 
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氏名 新役職名 現役職名 

鳥海 宏 

住建事業部 副事業部長（東京駐在） 

兼 東日本統括長 

兼 東京中央営業部長 

住建事業部 東京中央営業部長 

朝信 行雄 住建事業部 中部営業部長 住建事業部 中部営業部 名古屋住建支店長 

久保 広志 住建事業部 首都圏営業部長 住建事業部 中部営業部長 

川崎 太暁 住建事業部 マーケティング部長 住建事業部 マーケティング部 副部長 

井原 知宏 
家庭機器事業部 

第１営業統括部 商品企画１部長 

家庭機器事業部 

第１営業統括部 商品企画１部長 

兼 営業２部長 

松原 広治 
家庭機器事業部  

第１営業統括部 営業２部長 

家庭機器事業部  

第１営業統括部 営業１部 副部長 

宮崎 徹二 

家庭機器事業部  

第２営業統括部長 

兼 商品企画３部長 

家庭機器事業部  

第２営業統括部 商品企画３部長 

坂田 正則 

家庭機器事業部  

セールスサポートグループリーダー 

兼 営業推進部長 

家庭機器事業部  

マーケティンググループリーダー 

兼 営業推進部長 

森川 満 家庭機器事業部 営業管理部長 
家庭機器事業部  

マーケティンググループ 営業管理部長 

小浜 成章 家庭機器事業部 Ｒ＆Ｄ部長 
家庭機器事業部  

マーケティンググループ Ｒ＆Ｄ部長 

以 上 


